JP 2006‑290 A 2006.1.5

(57)【要約】
【課題】 バリエーションに富んだ演出を長期間に亘っ
て継続して実行することができ、長期間に亘って継続し
て遊技者に期待感を持たせることができる遊技機を提供
する。
【解決手段】 予告継続設定処理において、主基板のＣ
ＰＵは、実行回数カウンタのカウント値が１であった場
合には、連続予告演出（ミッション演出）を延長するか
否かの判定などを行うための処理に移行する。ＣＰＵは
、保留中の可変表示の中に大当りとなるものがあると判
定されるまで、または、保留中の可変表示についての判
定を全て終えるまで、大当りとなるか否かの判定を実行
する。判定結果に応じて予告継続判定テーブルを設定し
、連続予告を継続するか否か決定する。継続（延長）す
ると判定した場合には、連続予告継続演出の演出態様を
決定する。
【選択図】 図１５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
各々を識別可能な複数種類の識別情報を可変表示可能な可変表示手段を備え、あらかじ
め定められている可変表示の実行条件が成立した後、可変表示の開始条件の成立にもとづ
いて複数種類の識別情報の可変表示を開始し、当該複数種類の識別情報の可変表示の表示
結果が特定表示結果となったときに遊技者にとって有利な特定遊技状態に制御可能となる
遊技機であって、
所定の数値範囲内で数値データを更新する数値データ更新手段と、
前記実行条件が成立したときに、前記数値データ更新手段から数値データを抽出する数
値データ抽出手段と、
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前記実行条件が成立した後、未だ開始条件の成立していない実行条件が成立したときに
抽出された数値データを記憶する保留記憶手段と、
前記開始条件が成立したときに、当該開始条件が成立した実行条件の成立したときに抽
出された数値データが所定の判定値データと一致するか否かを判定する事前判定処理を実
行する事前判定手段と、
前記事前判定手段によって一致すると判定されたことにもとづいて特定遊技状態に制御
する特定遊技状態制御手段と、
前記開始条件が成立したときに、当該開始条件が成立した実行条件にもとづく識別情報
の可変表示の演出パターンを前記演出パターンがあらかじめ複数種類設定された演出パタ
ーン決定用テーブルを用いて決定する演出パターン決定手段と、
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前記演出パターン決定手段により決定された演出パターンに従って、識別情報の可変表
示を実行する可変表示実行手段と、
所定の条件が成立したか否かを判定する判定手段と、
前記判定手段により所定の条件が成立したと判定されたときに所定の報知期間を遊技者
に報知する期間報知手段と、
前記判定手段により所定の条件が成立したと判定されたときに複数の演出パターンのう
ちの特定の演出パターンを遊技者に報知する演出パターン報知手段と、
前記期間報知手段があらかじめ遊技者に報知した報知期間内に前記演出パターン報知手
段があらかじめ遊技者に報知した特定の演出パターンに従って前記可変表示実行手段によ
り識別情報の可変表示を実行することにより前記特定遊技状態に制御可能となることを報
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知する特殊演出を実行する特殊演出実行手段と、
前記期間報知手段があらかじめ遊技者に報知した報知期間内に実行される複数回の識別
情報の可変表示のうちの最後の識別情報の可変表示が前記可変表示実行手段により実行さ
れるときに、前記保留記憶手段に記憶されている数値データが所定の判定値データと一致
するか否かを判定する保留判定処理を実行する保留判定手段と、
前記保留判定手段の判定結果にもとづいて、前記期間報知手段があらかじめ遊技者に報
知した報知期間を延長するか否かを決定する報知期間延長決定手段と、
前記報知期間延長決定手段により報知期間の延長が決定されたときに、延長する報知期
間を決定する延長期間決定手段と、
前記延長期間決定手段により決定された延長する報知期間にもとづいて遊技者に延長期
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間を報知する延長期間報知手段と、を備え、
前記特殊演出実行手段は、前記延長期間報知手段が遊技者に報知した延長期間内に、前
記演出パターン報知手段が遊技者に報知した特定の演出パターンに従って、前記可変表示
実行手段により識別情報の可変表示を実行することにより前記特定遊技状態に制御可能と
なることを報知する延長特殊演出を実行する
ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
保留判定手段は、期間報知手段があらかじめ遊技者に報知した報知期間内に実行される
複数回の識別情報の可変表示のうちの最後の識別情報の可変表示が可変表示実行手段によ
り実行される前であって、当該最後の識別情報の可変表示の１回前の識別情報の可変表示
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が前記可変表示実行手段により実行された後にのみ、保留判定処理を実行する
請求項１記載の遊技機。
【請求項３】
報知期間延長決定手段は、保留判定手段によって保留記憶手段に記憶されている数値
データのうち少なくとも１つが所定の判定値データと一致すると判定されたときに報知期
間を延長するか否かを決定する第１報知期間延長決定手段と、前記保留判定手段によって
前記保留記憶手段に記憶されている数値データに前記所定の判定値データと一致する数値
データがないと判定されたときに報知期間を延長するか否かを決定する第２報知期間延長
決定手段と、を含み、
前記第１報知期間延長決定手段は、前記第２報知期間延長決定手段よりも高確率で報知
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期間を延長することに決定する
請求項２記載の遊技機。
【請求項４】
報知期間延長決定手段により報知期間を延長すると決定されたことにもとづき、あらか
じめ設けられた複数種類の延長期間から延長期間報知手段によって報知する延長期間を選
択する延長期間選択手段を備え、
前記延長期間選択手段は、保留判定手段によって保留記憶手段に記憶されている数値デ
ータのうち少なくとも１つが所定の判定値データと一致すると判定されたときに延長期間
を選択する第１延長期間選択手段と、前記保留判定手段によって前記保留記憶手段に記憶
されている数値データに前記所定の判定値データと一致する数値データがないと判定され
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たときに延長期間を選択する第２延長期間選択手段と、を含み、
前記第１延長期間選択手段は、前記第２延長期間選択手段よりも高確率で長期間の延長
報知期間を選択する
請求項２または請求項３記載の遊技機。
【請求項５】
遊技機の稼働状態が停止している稼働停止期間を計測する稼働停止期間計測手段を備え
、
判定手段は、前記稼働停止期間計測手段によって計測されている稼働停止期間が遊技機
の稼働状態が再開したときに所定期間を超えていたときに、所定の条件が成立したと判定
する
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請求項１から請求項４のうちいずれかに記載の遊技機。
【請求項６】
期間報知手段によりあらかじめ遊技者に報知した報知期間内に演出パターン報知手段が
あらかじめ遊技者に報知した特定の演出パターンに従って可変表示実行手段により識別情
報の可変表示が実行されたことを成功報知として報知する成功報知手段と、
前記報知期間内に前記特定の演出パターンに従って可変表示実行手段により識別情報の
可変表示が実行されなかったことを失敗報知として報知する失敗報知手段と、を備え、
前記成功報知手段は、前記特定の演出パターンに従って識別情報の可変表示が実行され
たことに応じて成功報知を行い、
前記失敗報知手段は、前記特定の演出パターンに従った識別情報の可変表示が実行され
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ることなく前記報知期間が経過したことに応じて前記失敗報知を行う
請求項１から請求項５のうちいずれかに記載の遊技機。
【請求項７】
判定手段により所定の条件が成立したと判定されない停止期間を計測する停止期間計測
手段を備え、
演出パターン報知手段は、前記判定手段により所定の条件が成立したときに、前記停止
期間計測手段によって計測されている停止期間が特定期間以内であったときは、所定の演
出パターンのうちから特別の演出パターンを遊技者に報知する
請求項１から請求項６のうちいずれかに記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、各々を識別可能な複数種類の識別情報を可変表示可能な可変表示手段を備え
、あらかじめ定められている可変表示の実行条件が成立した後、可変表示の開始条件の成
立にもとづいて複数種類の識別情報の可変表示を開始し、当該複数種類の識別情報の可変
表示の表示結果が特定表示結果となったときに遊技者にとって有利な特定遊技状態に制御
可能となるパチンコ遊技機やスロット機等の遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
遊技機として、遊技球などの遊技媒体を発射装置によって遊技領域に発射し、遊技領域
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に設けられている入賞口などの入賞領域に遊技媒体が入賞すると、所定個の賞球が遊技者
に払い出されるものがある。さらに、表示状態が変化可能な可変表示部が設けられ、可変
表示部の表示結果があらかじめ定められた特定表示態様となった場合に所定の遊技価値を
遊技者に与えるように構成されたものがある。
【０００３】
なお、遊技価値とは、遊技機の遊技領域に設けられた可変入賞球装置の状態が打球が入
賞しやすい遊技者にとって有利な状態になることや、遊技者にとって有利な状態となるた
めの権利を発生させたりすることや、賞球払出の条件が成立しやすくなる状態になること
である。
【０００４】
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パチンコ遊技機では、特別図柄（識別情報）を表示する可変表示部の表示結果があらか
じめ定められた特定の表示態様の組合せとなることを、通常、「大当り」という。大当り
が発生すると、例えば、大入賞口が所定回数開放して打球が入賞しやすい大当り遊技状態
に移行する。そして、各開放期間において、所定個（例えば１０個）の大入賞口への入賞
があると大入賞口は閉成する。そして、大入賞口の開放回数は、所定回数（例えば１５ラ
ウンド）に固定されている。なお、各開放について開放時間（例えば２９．５秒）が決め
られ、入賞数が所定個に達しなくても開放時間が経過すると大入賞口は閉成する。また、
大入賞口が閉成した時点で所定の条件（例えば、大入賞口内に設けられているＶゾーンへ
の入賞）が成立していない場合には、大当り遊技状態は終了する。
【０００５】
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また、可変表示部において最終停止図柄（例えば左右中図柄のうち中図柄）となる図柄
以外の図柄が、所定時間継続して、特定の表示結果と一致している状態で停止、揺動、拡
大縮小もしくは変形している状態、または、複数の図柄が同一図柄で同期して変動したり
、表示図柄の位置が入れ替わっていたりして、最終結果が表示される前で大当り発生の可
能性が継続している状態（以下、これらの状態をリーチ状態という。）において行われる
演出をリーチ演出という。また、リーチ状態やその様子をリーチ態様という。さらに、リ
ーチ演出を含む可変表示をリーチ可変表示という。そして、可変表示部に変動表示される
図柄の表示結果が特定の表示結果でない場合には「はずれ」となり、変動表示状態は終了
する。遊技者は、大当りをいかにして発生させるかを楽しみつつ遊技を行う。
【０００６】
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このような遊技機には、可変表示手段においてリーチ態様や大当り態様が表示される旨
を事前に報知するいわゆる予告機能を備えたものがある。予告機能にもとづく予告演出は
、例えば、最終停止図柄が確定する以前の段階で、特別図柄の可変表示態様や背景画像が
変化したり、所定のキャラクタが登場したり変化したり、遊技機に設けられているランプ
・ＬＥＤ等の発光手段を明滅させたり、遊技機に設けられているスピーカ等の音出力手段
から音声や効果音を出力することによって行われる。
【０００７】
また、上記のような遊技機において、遊技者に対して指定時間内に達成すべき課題を提
示し、遊技者が指定時間内に課題を達成したときに特典を付与するものがある（例えば特
許文献１）。
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【０００８】
さらに、複数回の変動表示にわたって継続する連続演出の実行中に所定の条件が成立す
ると、連続演出の変動表示回数を延長するものがある（例えば特許文献２）。
【０００９】
【特許文献１】特開２００４−３３５７１号公報
【特許文献２】特開２００２−３５５４００号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
特許文献１に記載された遊技機では、指定時間内に提示された課題を達成できないこと
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が決定した時点で課題の達成に対する期待感が失われてしまい、その後に実行される識別
情報の可変表示に対して遊技者に期待感を持たせることはできないという課題があった。
【００１１】
また、特許文献２に記載された遊技機では、連続演出における変動表示回数が内部的に
延長されるだけであるため、連続演出が実行されているという印象を遊技者に持たせるこ
としかできなかった。従って、連続演出が出現することに対して遊技者に期待感を持たせ
ることができるに止まり、単調な演出となってしまうおそれがあるという課題があった。
【００１２】
特許文献１に記載された遊技機と特許文献２に記載された遊技機とを組合せても、あら
かじめ指定した時間が延長されるだけであるため、単調な演出が延長された時間継続する

20

ことになり、結局遊技者に飽きられてしまうおそれがある。
【００１３】
そこで、本発明は、バリエーションに富んだ演出を長期間に亘って継続して実行するこ
とができ、長期間に亘って継続して遊技者に期待感を持たせることができる遊技機を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
本発明による遊技機は、各々を識別可能な複数種類の識別情報（例えば特別図柄）を可
変表示可能な可変表示手段（例えば可変表示装置９）を備え、あらかじめ定められている
可変表示の実行条件が成立（例えば有効始動入賞）した後、可変表示の開始条件の成立（
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例えば前回の可変表示の終了）にもとづいて複数種類の識別情報の可変表示を開始し、当
該複数種類の識別情報の可変表示の表示結果が特定表示結果（例えば左中右が同一の大当
り表示結果）となったときに遊技者にとって有利な特定遊技状態（例えば大当り遊技状態
）に制御可能となる遊技機であって、所定の数値範囲内で数値データ（例えば大当り判定
用乱数発生用カウンタのカウント値）を更新する数値データ更新手段（例えば遊技制御用
マイクロコンピュータを含むＣＰＵ５６におけるステップＳ２２を実行する部分）と、実
行条件が成立したときに、数値データ更新手段から数値データを抽出する数値データ抽出
手段（例えばＣＰＵ５６におけるステップＳ３１２を実行する部分）と、実行条件が成立
した後、未だ開始条件の成立していない実行条件が成立したときに抽出された数値データ
を記憶する保留記憶手段（例えば特別図柄判定用バッファ）と、開始条件が成立したとき
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に、当該開始条件が成立した実行条件の成立したときに抽出された数値データが所定の判
定値データと一致するか否かを判定する事前判定処理を実行する事前判定手段（例えばＣ
ＰＵ５６におけるステップＳ５６を実行する部分）と、事前判定手段によって一致すると
判定されたことにもとづいて特定遊技状態に制御する特定遊技状態制御手段（例えばＣＰ
Ｕ５６におけるステップＳ３０５〜Ｓ３０７を実行する部分）と、開始条件が成立したと
きに、当該開始条件が成立した実行条件にもとづく識別情報の可変表示の演出パターンを
演出パターンがあらかじめ複数種類設定された演出パターン決定用テーブルを用いて決定
する演出パターン決定手段（例えば、ＣＰＵ５６におけるステップＳ６１を実行する部分
）と、演出パターン決定手段により決定された演出パターンに従って、識別情報の可変表
示を実行する可変表示実行手段（例えば、演出制御用マイクロコンピュータを含む演出制
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御用ＣＰＵ１０１におけるステップＳ８０２〜Ｓ８０４を実行する部分）と、所定の条件
（例えばミッション演出を実行するか否かを決定するための条件）が成立したか否かを判
定する判定手段（例えばＣＰＵ５６におけるステップＳ１３６を実行する部分）と、判定
手段により所定の条件が成立したと判定されたときに所定の報知期間（例えば、３回の可
変表示が実行されるまでの期間、２分など）を遊技者に報知する期間報知手段（例えば、
演出制御用ＣＰＵ１０１におけるステップＳ８０３にてミッション報知（期間）を表示さ
せる処理を実行する部分）と、判定手段により所定の条件が成立したと判定されたときに
複数の演出パターンのうちの特定の演出パターン（例えば、リーチ、スーパーリーチなど
）を遊技者に報知する演出パターン報知手段（例えば、演出制御用ＣＰＵ１０１における
ステップＳ８０３にてミッション報知（演出パターン）を表示させる処理を実行する部分
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）と、期間報知手段があらかじめ遊技者に報知した報知期間内に演出パターン報知手段が
あらかじめ遊技者に報知した特定の演出パターンに従って可変表示実行手段により識別情
報の可変表示を実行することにより特定遊技状態に制御可能となることを報知する特殊演
出（例えばミッション演出）を実行する特殊演出実行手段（例えば、演出制御用ＣＰＵ１
０１におけるステップＳ８０３でのミッション演出を示す表示を実行する部分）と、期間
報知手段があらかじめ遊技者に報知した報知期間内に実行される複数回の識別情報の可変
表示のうちの最後の識別情報の可変表示が可変表示実行手段により実行されるとき（例え
ば、報知期間が可変表示の回数である場合は最終回の可変表示が実行されるとき、報知期
間が時間である場合はその残り時間を超える実行時間の可変表示が実行されるとき。最後
の識別情報の可変表示であるか否かは、例えば、ミッション演出の実行中であるときに、
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ＣＰＵ５６が、特別図柄の可変表示を実行する前に毎回判定する）に、保留記憶手段に記
憶されている数値データが所定の判定値データと一致するか否かを判定する保留判定処理
を実行する保留判定手段（例えば、ＣＰＵ５６におけるステップＳ１４１〜Ｓ１５０を実
行する部分）と、保留判定手段の判定結果にもとづいて、期間報知手段があらかじめ遊技
者に報知した報知期間を延長するか否かを決定する報知期間延長決定手段（例えば、ＣＰ
Ｕ５６におけるステップＳ１５１〜Ｓ１５４を実行する部分）と、報知期間延長決定手段
により報知期間の延長が決定されたときに、延長する報知期間を決定（例えば大当りとな
るまでの期間（変動回数、時間）を延長する期間に決定する）する延長期間決定手段（例
えば、ＣＰＵ５６におけるステップＳ１５５を実行する部分）と、延長期間決定手段によ
り決定された延長する報知期間にもとづいて遊技者に延長期間を報知する延長期間報知手
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段（例えば、演出制御用ＣＰＵ１０１におけるステップＳ８０３にてミッション報知（延
長期間）を表示させる処理を実行する部分）と、を備え、特殊演出実行手段は、延長期間
報知手段が遊技者に報知した延長期間内に、演出パターン報知手段が遊技者に報知した特
定の演出パターンに従って、可変表示実行手段により識別情報の可変表示を実行すること
により特定遊技状態に制御可能となることを報知する延長特殊演出（例えば図３２（Ｈ）
参照）を実行することを特徴とする。
【００１５】
保留判定手段は、期間報知手段があらかじめ遊技者に報知した報知期間内に実行される
複数回の識別情報の可変表示のうちの最後の識別情報の可変表示が可変表示実行手段によ
り実行される前であって、当該最後の識別情報の可変表示の１回前の識別情報の可変表示
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が可変表示実行手段により実行された後にのみ、保留判定処理を実行する構成（例えばス
テップＳ１４１にてＹと判定されたときにのみ保留判定処理を実行する）とされていても
よい。
【００１６】
報知期間延長決定手段は、保留判定手段によって保留記憶手段に記憶されている数値デ
ータのうち少なくとも１つが所定の判定値データと一致すると判定されたときに報知期間
を延長するか否かを決定する第１報知期間延長決定手段（例えばＣＰＵ５６におけるステ
ップＳ１５１，Ｓ１５３〜Ｓ１５４）と、保留判定手段によって保留記憶手段に記憶され
ている数値データに所定の判定値データと一致する数値データがないと判定されたときに
報知期間を延長するか否かを決定する第２報知期間延長決定手段（例えばＣＰＵ５６にお
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けるステップＳ１５２〜Ｓ１５４）と、を含み、第１報知期間延長決定手段は、第２報知
期間延長決定手段よりも高確率で報知期間を延長することに決定する（例えば、はずれ時
の予告継続判定テーブルよりも高確率で予告継続することに決定される大当りあり時の予
告継続判定テーブルを用いて延長の有無を決定する）ように構成されていてもよい。
【００１７】
報知期間延長決定手段により報知期間を延長すると決定されたことにもとづき、あらか
じめ設けられた複数種類の延長期間から延長期間報知手段によって報知する延長期間を選
択する延長期間選択手段（例えばＣＰＵ５６におけるステップＳ１５７にて、ステップＳ
１５５での実行回数カウンタの設定を行う前に、実行回数カウンタに設定する連続回数を
選択する処理を実行する部分）を備え、延長期間選択手段は、保留判定手段によって保留
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記憶手段に記憶されている数値データのうち少なくとも１つが所定の判定値データと一致
すると判定されたときに延長期間を選択する第１延長期間選択手段（例えばＣＰＵ５６に
おけるステップＳ１５７にて、大当りあり時であって、ステップＳ１５５での実行回数カ
ウンタの設定を行う前に、実行回数カウンタに設定する連続回数を選択する処理を実行す
る部分）と、保留判定手段によって保留記憶手段に記憶されている数値データに所定の判
定値データと一致する数値データがないと判定されたときに延長期間を選択する第２延長
期間選択手段（例えばＣＰＵ５６におけるステップＳ１５７にて、大当りなし時であって
、ステップＳ１５５での実行回数カウンタの設定を行う前に、実行回数カウンタに設定す
る連続回数を選択する処理を実行する部分）と、を含み、第１延長期間選択手段は、第２
延長期間選択手段よりも高確率で長期間の延長報知期間を選択する構成（例えば、大当り
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あり時は、大当りなし時よりも多い回数を高確率で選択する構成）とされていてもよい。
【００１８】
遊技機の稼働状態が停止している稼働停止期間を計測する稼働停止期間計測手段（例え
ばＣＰＵ５６における特別図柄の可変表示が実行されない期間を計測する処理を実行する
部分）を備え、判定手段は、稼働停止期間計測手段によって計測されている稼働停止期間
が遊技機の稼働状態が再開したときに所定期間を超えていたときに、所定の条件が成立し
たと判定する（例えば、稼働再開時用の予告判定テーブルを用いてミッション演出を行う
ことに決定する）ように構成されていてもよい。
【００１９】
期間報知手段によりあらかじめ遊技者に報知した報知期間内に演出パターン報知手段が
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あらかじめ遊技者に報知した特定の演出パターンに従って可変表示実行手段により識別情
報の可変表示が実行されたことを成功報知（例えば図３０（Ｅ））として報知する成功報
知手段（例えば演出制御用ＣＰＵ１０１におけるミッション関連演出を実行する部分）と
、報知期間内に特定の演出パターンに従って可変表示実行手段により識別情報の可変表示
が実行されなかったことを失敗報知（例えば図３１（Ｅ））として報知する失敗報知手段
（例えば演出制御用ＣＰＵ１０１におけるミッション関連演出を実行する部分）と、を備
え、成功報知手段は、特定の演出パターンに従って識別情報の可変表示が実行されたこと
に応じて成功報知を行い（例えば図３０（Ｅ））、失敗報知手段は、特定の演出パターン
に従った識別情報の可変表示が実行されることなく報知期間が経過したことに応じて失敗
報知を行う（例えば図３１（Ｅ））ように構成されていてもよい。
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【００２０】
判定手段により所定の条件が成立したと判定されない停止期間を計測する停止期間計測
手段（例えばＣＰＵ５６における前回のミッション演出が終了したときに計測を開始し、
ステップＳ１３６にてＹと判定されない限り計測を継続する処理を実行する部分。具体的
には、ＣＰＵ５６におけるミッション演出が実行されない期間を計測する処理を実行する
部分。）を備え、演出パターン報知手段は、判定手段により所定の条件が成立したときに
、停止期間計測手段によって計測されている停止期間が特定期間（例えば、１分）以内で
あったときは、所定の演出パターンのうちから特別の演出パターン（例えば、「さっきと
同じリーチ」など）を遊技者に報知するように構成されていてもよい。
【発明の効果】
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【００２１】
請求項１記載の発明によれば、バリエーションに富んだ演出を長期間に亘って継続して
実行することができ、長期間に亘って継続して特定遊技状態の発生に対する期待感を遊技
者に持たせることができるという効果を奏する。
【００２２】
請求項２記載の発明では、保留判定手段による保留判定処理の処理負担を軽減させるこ
とができる。
【００２３】
請求項３記載の発明では、特殊演出が延長されたときに特定遊技状態の発生に対する遊
技者の期待感をさらに高めることができ、遊技の興趣をより向上させることができる。
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【００２４】
請求項４記載の発明では、延長報知期間の長さに対しても遊技者に興味を持たせること
ができ、延長報知期間が長期間であったときに特定遊技状態の発生に対する遊技者の期待
感をさらに高めることができ、遊技の興趣をより向上させることができる。
【００２５】
請求項５記載の発明では、遊技者が遊技を開始したあとすぐに特殊演出が実行されるよ
うにすることができ、遊技者が遊技を開始したあとすぐに止めてしまうことを回避するこ
とができる。
【００２６】
請求項６記載の発明では、成功報知と失敗報知の実行タイミングを適正なタイミングと
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することができる。
【００２７】
請求項７記載の発明では、特殊演出が終了したあと特定期間内に特殊演出を実行すると
きに、特定期間外とは異なる特別の演出パターンの報知がなされるので、バリエーション
に富んだ演出を実行することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
以下、本発明の一実施形態を図面を参照して説明する。
まず、遊技機の一例であるパチンコ遊技機の全体の構成について説明する。図１はパチ
ンコ遊技機を正面からみた正面図である。なお、以下の実施の形態では、パチンコ遊技機
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を例に説明を行うが、本発明による遊技機はパチンコ遊技機に限られず、スロット機など
の他の遊技機に適用することもできる。
【００２９】
パチンコ遊技機１は、縦長の方形状に形成された外枠（図示せず）と、外枠の内側に開
閉可能に取り付けられた遊技枠とで構成される。また、パチンコ遊技機１は、遊技枠に開
閉可能に設けられている額縁状に形成されたガラス扉枠２を有する。遊技枠は、外枠に対
して開閉自在に設置される前面枠（図示せず）と、機構部品等が取り付けられる機構板と
、それらに取り付けられる種々の部品（後述する遊技盤を除く。）とを含む構造体である
。
【００３０】

40

図１に示すように、パチンコ遊技機１は、額縁状に形成されたガラス扉枠２を有する。
ガラス扉枠２の下部表面には打球供給皿（上皿）３がある。打球供給皿３の下部には、打
球供給皿３に収容しきれない遊技球を貯留する余剰球受皿４と遊技球を発射する打球操作
ハンドル（操作ノブ）５が設けられている。ガラス扉枠２の背面には、遊技盤６が着脱可
能に取り付けられている。なお、遊技盤６は、それを構成する板状体と、その板状体に取
り付けられた種々の部品とを含む構造体である。また、遊技盤６の前面には遊技領域７が
形成されている。
【００３１】
遊技領域７の中央付近には、それぞれが識別情報としての図柄を可変表示する複数の可
変表示部を含む可変表示装置（特別図柄表示装置）９が設けられている。可変表示装置９
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には、例えば「左」、「中」、「右」の３つの可変表示部（図柄表示エリア）がある。ま
た、可変表示装置９には、始動入賞口１４に入った有効入賞球数すなわち始動記憶数を表
示する４つの特別図柄始動記憶表示エリア（始動記憶表示エリア）１８が設けられている
。有効始動入賞がある毎に、表示色が変化する（例えば青色表示から赤色表示に変化）始
動記憶表示エリアを１増やす。そして、可変表示装置９の可変表示が開始される毎に、表
示色が変化している始動記憶数表示エリアを１減らす（すなわち表示色をもとに戻す）。
この例では、図柄表示エリアと始動記憶表示エリアとが区分けされて設けられているので
、可変表示中も始動記憶数が表示された状態にすることができる。なお、始動記憶表示エ
リアを図柄表示エリアの一部に設けるようにしてもよい。また、可変表示中は始動記憶数
の表示を中断するようにしてもよい。また、この例では、始動記憶表示エリアが可変表示
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装置９に設けられているが、始動記憶数を表示する表示器（特別図柄始動記憶表示器）を
可変表示装置９とは別個に設けてもよい。
【００３２】
可変表示装置９の下方には、始動入賞口１４としての可変入賞球装置１５が設けられて
いる。始動入賞口１４に入った入賞球は、遊技盤６の背面に導かれ、始動口スイッチ１４
ａによって検出される。また、始動入賞口１４の下部には開閉動作を行う可変入賞球装置
１５が設けられている。可変入賞球装置１５は、ソレノイド１６によって開状態とされる
。
【００３３】
可変入賞球装置１５の下部には、特定遊技状態（大当り状態）においてソレノイド２１
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によって開状態とされる開閉板２０が設けられている。開閉板２０は大入賞口（可変入賞
球装置）を開閉する手段である。開閉板２０から遊技盤６の背面に導かれた入賞球のうち
一方（Ｖ入賞領域：特別領域）に入った入賞球はＶカウントスイッチ２２で検出され、開
閉板２０からの入賞球はカウントスイッチ２３で検出される。遊技盤６の背面には、大入
賞口内の経路を切り換えるためのソレノイド２１Ａも設けられている。
【００３４】
ゲート３２に遊技球が入賞しゲートスイッチ３２ａで検出されると、普通図柄表示器１
０の表示の可変表示が開始される。この実施の形態では、左右のランプ（点灯時に図柄が
視認可能になる）が交互に点灯することによって可変表示が行われ、例えば、可変表示の
終了時に右側のランプが点灯すれば当たりとなる。そして、普通図柄表示器１０における
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停止図柄が所定の図柄（当り図柄）である場合に、可変入賞球装置１５が所定回数、所定
時間だけ開状態になる。普通図柄表示器１０の近傍には、ゲート３２に入った入賞球数を
表示する４つのＬＥＤによる表示部を有する普通図柄始動記憶表示器４１が設けられてい
る。ゲート３２への入賞がある毎に、普通図柄始動記憶表示器４１は点灯するＬＥＤを１
増やす。そして、普通図柄表示器１０の可変表示が開始される毎に、点灯するＬＥＤを１
減らす。
【００３５】
遊技盤６には、複数の入賞口２９，３０，３３，３９が設けられ、遊技球の入賞口２９
，３０，３３，３９への入賞は、それぞれ入賞口スイッチ２９ａ，３０ａ，３３ａ，３９
ａによって検出される。各入賞口２９，３０，３３，３９は、遊技媒体を受け入れて入賞
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を許容する領域として遊技盤６に設けられる入賞領域を構成している。なお、始動入賞口
１４や大入賞口も、遊技媒体を受け入れて入賞を許容する入賞領域を構成する。遊技領域
７の左右周辺には、遊技中に点滅表示される装飾ランプ２５が設けられ、下部には、入賞
しなかった遊技球を吸収するアウト口２６がある。また、遊技領域７の外側の左右上部に
は、効果音を発する２つのスピーカ２７が設けられている。遊技領域７の外周には、天枠
ランプ２８ａ、左枠ランプ２８ｂおよび右枠ランプ２８ｃが設けられている。さらに、遊
技領域７における各構造物（大入賞口等）の周囲には装飾ＬＥＤが設置されている。天枠
ランプ２８ａ、左枠ランプ２８ｂおよび右枠ランプ２８ｃおよび装飾用ＬＥＤは、遊技機
に設けられている装飾発光体の一例である。
【００３６】
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そして、この例では、左枠ランプ２８ｂの近傍に、賞球払出中に点灯する賞球ＬＥＤ５
１が設けられ、天枠ランプ２８ａの近傍に、補給球が切れたときに点灯する球切れＬＥＤ
５２が設けられている。上記のように、この実施の形態のパチンコ遊技機１には、発光体
としてのランプやＬＥＤが各所に設けられている。さらに、プリペイドカードが挿入され
ることによって球貸しを可能にするプリペイドカードユニット（以下、「カードユニット
」という。）が、パチンコ遊技機１に隣接して設置される（図示せず）。
【００３７】
カードユニットには、例えば、使用可能状態であるか否かを示す使用可表示ランプ、カ
ードユニットがいずれの側のパチンコ遊技機１に対応しているのかを示す連結台方向表示
器、カードユニット内にカードが投入されていることを示すカード投入表示ランプ、記録
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媒体としてのカードが挿入されるカード挿入口、およびカード挿入口の裏面に設けられて
いるカードリーダライタの機構を点検する場合にカードユニットを解放するためのカード
ユニット錠が設けられている。
【００３８】
打球発射装置から発射された遊技球は、打球レールを通って遊技領域７に入り、その後
、遊技領域７を下りてくる。遊技球が始動入賞口１４に入り始動口スイッチ１４ａで検出
されると、図柄の可変表示を開始できる状態であれば、可変表示装置９において特別図柄
が可変表示（変動）を始める。図柄の可変表示を開始できる状態でなければ、始動記憶数
を１増やす。
【００３９】

20

可変表示装置９における特別図柄の可変表示は、一定時間が経過したときに停止する。
停止時の特別図柄の組み合わせが大当り図柄（特定表示結果）であると、大当り遊技状態
に移行する。すなわち、開閉板２０が、一定時間経過するまで、または、所定個数（例え
ば１０個）の遊技球が入賞するまで開放する。そして、開閉板２０の開放中に遊技球がＶ
入賞領域に入賞しＶカウントスイッチ２２で検出されると、継続権が発生し開閉板２０の
開放が再度行われる。継続権の発生は、所定回数（例えば１５ラウンド）許容される。
【００４０】
停止時の可変表示装置９における特別図柄の組み合わせが確率変動を伴う大当り図柄（
確変図柄）の組み合わせである場合には、次に大当りとなる確率が高くなる。すなわち、
確変状態という遊技者にとってさらに有利な状態となる。
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【００４１】
遊技球がゲート３２に入賞すると、普通図柄表示器１０において普通図柄が可変表示さ
れる状態になる。また、普通図柄表示器１０における停止図柄が所定の図柄（当り図柄）
である場合に、可変入賞球装置１５が所定時間だけ開状態になる。さらに、確変状態では
、普通図柄表示器１０における停止図柄が当り図柄になる確率が高められるとともに、可
変入賞球装置１５の開放時間と開放回数が高められる。すなわち、可変入賞球装置１５の
開放時間と開放回数は、普通図柄の停止図柄が当り図柄であったり、特別図柄の停止図柄
が確変図柄である場合等に高められ、遊技者にとって不利な状態から有利な状態に変化す
る。なお、開放回数が高められることは、閉状態から開状態になることも含む概念である
。
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【００４２】
次に、パチンコ遊技機１の裏面の構造について図２を参照して説明する。図２は、遊技
機を裏面から見た背面図である。
【００４３】
図２に示すように、遊技機裏面側では、可変表示装置９を制御する演出制御手段が搭載
された演出制御基板８０を含む可変表示制御ユニット４９、遊技制御用マイクロコンピュ
ータ等が搭載された遊技制御基板（主基板）３１が設置されている。また、球払出制御を
行う払出制御用マイクロコンピュータ等が搭載された払出制御基板３７が設置されている
。なお、演出制御手段は、遊技盤６に設けられている可変表示装置９、各種装飾ＬＥＤ、
普通図柄始動記憶表示器４１、装飾ランプ２５、枠側に設けられている天枠ランプ２８ａ
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、左枠ランプ２８ｂおよび右枠ランプ２８ｃを点灯制御するとともに、スピーカ２７から
の音発生を制御する。
【００４４】
演出制御手段は、演出制御基板８０に搭載されている１つの演出制御用マイクロコンピ
ュータで実現されるが、遊技盤６に設けられている各種装飾ＬＥＤ、普通図柄始動記憶表
示器４１、装飾ランプ２５、枠側に設けられている天枠ランプ２８ａ、左枠ランプ２８ｂ
および右枠ランプ２８ｃを駆動するための駆動回路は、演出制御基板８０と電気的に接続
されているランプドライバ基板に搭載されている。また、スピーカ２７を駆動する駆動回
路等は、演出制御基板８０と電気的に接続されている音声制御基板に搭載されている。
【００４５】

10

さらに、ＤＣ３０Ｖ、ＤＣ２１Ｖ、ＤＣ１２ＶおよびＤＣ５Ｖを作成する電源回路が搭
載された電源基板９１０やタッチセンサ基板９１が設けられている。電源基板９１０は、
大部分が主基板３１と重なっているが、主基板３１に重なることなく外部から視認可能に
露出した露出部分がある。この露出部分には、遊技機１における主基板３１および各電気
部品制御基板（演出制御基板８０および払出制御基板３７）や遊技機に設けられている各
電気部品への電力供給を実行あるいは遮断するための電力供給許可手段としての電源スイ
ッチと、主基板３１および払出制御基板３７に含まれる記憶内容保持手段（例えば、電力
供給停止時にもその内容を保持可能なバックアップＲＡＭ）に記憶されたバックアップデ
ータをクリアするための操作手段としてのクリアスイッチとが設けられている。さらに、
露出部分における電源スイッチの内側（基板内部側）には、交換可能なヒューズが設けら

20

れている。
【００４６】
なお、電気部品制御基板には、電気部品制御用マイクロコンピュータを含む電気部品制
御手段が搭載されている。電気部品制御手段は、遊技制御手段からの指令信号（制御信号
）に従って遊技機に設けられている電気部品（遊技用装置：球払出装置９７、可変表示装
置９、ランプやＬＥＤなどの発光体、スピーカ２７等）を制御する。以下、主基板３１を
電気部品制御基板に含めて説明を行うことがある。その場合には、電気部品制御基板に搭
載される電気部品制御手段は、遊技制御手段と、遊技制御手段からの指令信号に従って遊
技機に設けられている電気部品を制御する手段とのそれぞれを指す。また、主基板３１以
外のマイクロコンピュータが搭載された基板をサブ基板ということがある。
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【００４７】
遊技機裏面において、上方には、各種情報を遊技機外部に出力するための各端子を備え
たターミナル基板１６０が設置されている。ターミナル基板１６０には、少なくとも、球
切れ検出スイッチ１６７の出力を導入して外部出力するための球切れ用端子、賞球情報（
賞球個数信号）を外部出力するための賞球用端子および球貸し情報（球貸し個数信号）を
外部出力するための球貸し用端子が設けられている。また、中央付近には、主基板３１か
らの各種情報を遊技機外部に出力するための各端子を備えた情報端子基板（情報出力基板
）３４が設置されている。
【００４８】
貯留タンク３８に貯留された遊技球は誘導レール３９を通り、カーブ樋を経て払出ケー
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ス４０Ａで覆われた球払出装置に至る。球払出装置の上部には、遊技媒体切れ検出手段と
しての球切れスイッチ１８７が設けられている。球切れスイッチ１８７が球切れを検出す
ると、球払出装置の払出動作が停止する。球切れスイッチ１８７は遊技球通路内の遊技球
の有無を検出するスイッチであるが、貯留タンク３８内の補給球の不足を検出する球切れ
検出スイッチ１６７も誘導レール３９における上流部分（貯留タンク３８に近接する部分
）に設けられている。球切れ検出スイッチ１６７が遊技球の不足を検知すると、遊技機設
置島に設けられている補給機構から遊技機に対して遊技球の補給が行われる。
【００４９】
入賞にもとづく景品としての遊技球や球貸し要求にもとづく遊技球が多数払い出されて
打球供給皿３が満杯になると、遊技球は、余剰球通路を経て余剰球受皿４に導かれる。さ
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らに遊技球が払い出されると、感知レバー（図示せず）が貯留状態検出手段としての満タ
ンスイッチ（図示せず）を押圧して、貯留状態検出手段としての満タンスイッチがオンす
る。その状態では、球払出装置内の払出モータの回転が停止して球払出装置の動作が停止
するとともに打球発射装置の駆動も停止する。
【００５０】
なお、本例では、電源基板９１０や払出制御基板３７などが遊技枠に設置され、主基板
３１などが遊技盤６に設置される。
【００５１】
図３は、主基板３１における回路構成の一例を示すブロック図である。なお、図３には
、払出制御基板３７および演出制御基板８０等も示されている。主基板３１には、プログ

10

ラムに従ってパチンコ遊技機１を制御する基本回路（遊技制御用マイクロコンピュータに
相当：遊技制御手段）５３と、ゲートスイッチ３２ａ、始動口スイッチ１４ａ、Ｖカウン
トスイッチ２２、カウントスイッチ２３、入賞口スイッチ２９ａ，３０ａ，３３ａ，３９
ａ、およびクリアスイッチ９２１からの信号を基本回路５３に与える入力ドライバ回路５
８と、可変入賞球装置１５を開閉するソレノイド１６、開閉板２０を開閉するソレノイド
２１および大入賞口内の経路を切り換えるためのソレノイド２１Ａを基本回路５３からの
指令に従って駆動するソレノイド回路５９とが搭載されている。
【００５２】
なお、ゲートスイッチ３２ａ、始動口スイッチ１４ａ、Ｖカウントスイッチ２２、カウ
ントスイッチ２３、入賞口スイッチ２９ａ，３０ａ，３３ａ，３９ａ等のスイッチは、セ
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ンサと称されているものでもよい。すなわち、遊技球を検出できる遊技媒体検出手段（こ
の例では遊技球検出手段）であれば、その名称を問わない。入賞検出を行う始動口スイッ
チ１４ａ、Ｖカウントスイッチ２２、カウントスイッチ２３、および入賞口スイッチ２９
ａ，３０ａ，３３ａ，３９ａの各スイッチは、入賞検出手段でもある。なお、入賞検出手
段は、複数の入賞口に別個に入賞したそれぞれの遊技球をまとめて検出するものであって
もよい。また、ゲートスイッチ３２ａのような通過ゲートであっても、賞球の払い出しが
行われるものであれば、通過ゲートへ遊技球が進入することが入賞になり、通過ゲートに
設けられているスイッチ（例えばゲートスイッチ３２ａ）が入賞検出手段になる。さらに
、この実施の形態では、Ｖ入賞領域に入賞した遊技球はＶカウントスイッチ２２のみで検
出されるので、大入賞口に入賞した遊技球数は、Ｖカウントスイッチ２２による検出数と
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カウントスイッチ２３による検出数との和になる。しかし、Ｖ入賞領域に入賞した遊技球
が、Ｖカウントスイッチ２２で検出されるとともにカウントスイッチ２３でも検出される
ようにしてもよい。その場合には、大入賞口に入賞した遊技球数は、カウントスイッチ２
３による検出数に相当する。
【００５３】
また、基本回路５３から与えられるデータに従って、大当りの発生を示す大当り情報、
可変表示装置９における図柄の可変表示開始に利用された始動入賞球の個数を示す有効始
動情報、確率変動が生じたことを示す確変情報等の情報出力信号をホールコンピュータ等
の外部装置に対して出力する情報出力回路６４が搭載されている。
【００５４】
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遊技制御用マイクロコンピュータで実現される基本回路５３は、ゲーム制御（遊技制御
）用のプログラム等を記憶するＲＯＭ５４、ワークメモリとして使用される記憶手段（変
動データを記憶する変動データ記憶手段）としてのＲＡＭ５５、プログラムに従って制御
動作を行うＣＰＵ５６およびＩ／Ｏポート部５７を含む。この実施の形態では、ＲＯＭ５
４およびＲＡＭ５５はＣＰＵ５６に内蔵されている。すなわち、ＣＰＵ５６は、１チップ
マイクロコンピュータである。１チップマイクロコンピュータは、少なくともＲＡＭ５５
が内蔵されていればよく、ＲＯＭ５４およびＩ／Ｏポート部５７は外付けであっても内蔵
されていてもよい。なお、ＣＰＵ５６はＲＯＭ５４に格納されているプログラムに従って
制御を実行するので、以下、ＣＰＵ５６が実行する（または、処理を行う）ということは
、具体的には、ＣＰＵ５６がプログラムに従って制御を実行することである。このことは
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、主基板３１以外の他の基板に搭載されているＣＰＵについても同様である。また、遊技
制御手段は、遊技制御用マイクロコンピュータで実現される基本回路５３で実現されてい
るが、主として、遊技制御用マイクロコンピュータにおけるプログラムに従って制御を実
行するＣＰＵ５６で実現される。
【００５５】
また、ＲＡＭ５５は、その一部が電源基板９１０において作成されるバックアップ電源
によってバックアップされている不揮発性記憶手段としてのバックアップＲＡＭである。
すなわち、遊技機に対する電力供給が停止しても、所定期間（バックアップ電源が電力供
給不能になるまで）は、ＲＡＭ５５の一部の内容は保存される。この例では、少なくとも
、遊技状態すなわち遊技制御手段の制御状態に応じたデータ（特別図柄プロセスフラグ等
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）は、バックアップＲＡＭ領域（ＲＡＭ５５における電源バックアップされている領域：
遊技制御バックアップ用記憶手段の一例）に保存される。遊技制御手段の制御状態に応じ
たデータとは、停電等が生じた後に復旧した場合に、そのデータにもとづいて、制御状態
を停電等の発生前に復旧させるために必要なデータである。また、この例では、未払出賞
球数を示すデータは、非バックアップＲＡＭ領域（ＲＡＭ５５における電源バックアップ
されていない領域：遊技制御用記憶手段の一例）に保存される。なお、未払出賞球数を示
すデータがバックアップＲＡＭに保存されるようにしてもよい。
【００５６】
また、払出制御基板３７から出力されるリセット確認信号と、電源断確認信号と、クリ
ア信号とが、基本回路５３（具体的には入力ポート）に入力される。この例では、ＣＰＵ
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５６のリセット端子は使用されない。
【００５７】
遊技球を打撃して発射する打球発射装置は払出制御基板３７上の回路によって制御され
る発射モータ９４を含み、発射モータ９４が回転することによって遊技球を遊技領域７に
向けて発射する。発射モータ９４を駆動するための駆動信号は、タッチセンサ基板９１を
介して発射モータ９４に伝達される。そして、遊技者が操作ノブ（打球ハンドル）５に触
れていることはタッチセンサで検出され、タッチセンサからの信号がタッチセンサ基板９
１に搭載されているタッチセンサ回路（遊技者が操作ノブ５に触れているか否かを検出す
るための検出回路等を含む回路）を介して払出制御基板３７に伝達される。払出制御基板
３７上の回路は、タッチセンサ回路からの信号がオフ状態を示している場合には、発射モ
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ータ９４の駆動を停止する。なお、操作ノブ５には、弾発力を調節するものであり、遊技
者が接触する部分であるタッチリングが組み付けられている。タッチセンサ基板９１は、
遊技機において、タッチリングと払出制御基板３７との間に配置され、かつ、タッチリン
グの近傍に配置されている。具体的には、タッチリングとタッチセンサ基板９１との間の
配線長は、タッチセンサ基板９１と払出制御基板３７との間の配線長よりも短い。
【００５８】
なお、この実施の形態では、演出制御基板８０に搭載されている演出制御手段が、遊技
盤６に設けられている普通図柄始動記憶表示器４１および装飾ランプ２５の表示制御を行
うとともに、枠側に設けられている天枠ランプ２８ａ、左枠ランプ２８ｂおよび右枠ラン
プ２８ｃの表示制御を行う。また、演出制御基板８０に搭載されている演出制御手段は、
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特別図柄を可変表示する可変表示装置９および普通図柄を可変表示する普通図柄表示器１
０の表示制御も行う。
【００５９】
図４は、演出制御基板８０、ランプドライバ基板３５および音声制御基板７０の回路構
成例を示すブロック図である。なお、ランプドライバ基板３５および音声制御基板７０に
は、マイクロコンピュータは搭載されていない。演出制御基板８０において、演出制御用
マイクロコンピュータ（電気部品制御用マイクロコンピュータの一例）における演出制御
用ＣＰＵ１０１は、ＲＯＭ（図示せず）に格納されたプログラムに従って動作し、主基板
３１からのストローブ信号（演出制御ＩＮＴ信号）に応じて、入力ドライバ１０２および
入力ポート１０３を介して演出制御コマンドを受信する。また、演出制御用ＣＰＵ１０１
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は、演出制御コマンドにもとづいて、ＶＤＰ（ビデオディスプレイプロセッサ）１０９に
、ＬＣＤを用いた可変表示装置９の表示制御を行わせる。ＶＤＰ１０９は、ＧＣＬ（グラ
フィックコントローラＬＳＩ）と呼ばれることもある。
【００６０】
さらに、演出制御用ＣＰＵ１０１は、出力ポート１０４および出力ドライバ１１０を介
して音声制御基板７０に対して音番号データを出力する。また、演出制御用ＣＰＵ１０１
に入出力するバス（アドレスバス、データバス、および書込／読出信号等の制御信号ライ
ンを含む）はバスドライバ１０５を介してランプドライバ基板３５まで延長されている。
【００６１】
ランプドライバ基板３５において、演出制御用ＣＰＵ１０１に入出力するバスは、バス

10

レシーバ３５１を介して出力ポート３５２および拡張ポート３５３に接続される。出力ポ
ート３５２から出力される各ランプを駆動する信号は、ランプドライバ３５４で増幅され
各ランプに供給される。また、出力ポート３５２から出力される各ＬＥＤを駆動する信号
は、ＬＥＤ駆動回路３５５で増幅され各ＬＥＤに供給される。
【００６２】
この実施の形態では、遊技機に設けられているランプ・ＬＥＤおよび演出用駆動手段は
、演出制御基板８０に搭載されている演出用ＣＰＵ１０１を含む演出制御手段によって制
御される。また、可変表示装置９、普通図柄表示器１０およびランプ・ＬＥＤ等を制御す
るためのデータがＲＯＭに格納されている。演出用ＣＰＵ１０１は、ＲＯＭに格納されて
いるデータにもとづいて可変表示装置９、普通図柄表示器１０およびランプ・ＬＥＤ等を

20

制御する。そして、ランプドライバ基板３５に搭載されている出力ポート３５２および各
駆動回路を介して、ランプ・ＬＥＤおよび演出用駆動手段が駆動される。従って、機種変
更を行う際に、ランプドライバ基板３５についてポート数を変更する等の設計変更を行う
必要はあるが、演出制御基板８０については、プログラムを格納するＲＯＭを交換するだ
けでよく回路の設計変更を行う必要はない。
【００６３】
音声制御基板７０において、演出制御基板８０からの音番号データは、入力ドライバ７
０２を介して、例えばデジタルシグナルプロセッサによる音声合成用ＩＣ７０３に入力さ
れる。音声合成用ＩＣ７０３は、音番号データに応じたデータを音声データ基板７０Ａに
搭載されている音声データＲＯＭ７０４から読み出し、読み出したデータに応じた音声や

30

効果音を発生し増幅回路７０５に出力する。増幅回路７０５は、音声合成用ＩＣ７０３の
出力レベルを、ボリューム７０６で設定されている音量に応じたレベルに増幅した音声信
号をスピーカ２７に出力する。
【００６４】
音声データＲＯＭ７０４に格納されている音番号データに応じたデータは、所定期間（
例えば特別図柄の変動期間）における効果音または音声の出力態様を時系列的に示すデー
タの集まりである。音声合成用ＩＣ７０３は、音番号データを入力すると、音声データＲ
ＯＭ７０４内の対応するデータに従って音出力制御を行う。対応するデータに従った音出
力制御は、次の音番号データを入力するまで継続される。そして、音声合成用ＩＣ７０３
は、次の音番号データを入力すると、新た入力した音番号データに対応した音声データＲ

40

ＯＭ７０４内のデータに従って音出力制御を行う。
【００６５】
この実施の形態では、スピーカ２７から出力される音声や効果音は演出制御用ＣＰＵ１
０１を含む演出制御手段によって制御されるのであるが、演出制御手段は、音声制御基板
７０に音番号データを出力する。音声制御基板７０において、音声データＲＯＭ７０４に
は、遊技の進行に伴って出現しうる音声や効果音を実現するための多数のデータが格納さ
れ、それらのデータは音番号データに対応付けられている。従って、演出制御手段は、音
番号データを出力するだけで音出力制御を実現することができる。なお、音番号データは
例えば１バイトデータであり、シリアル信号線またはパラレル信号線によって音声制御基
板７０に転送される。

50

(15)

JP 2006‑290 A 2006.1.5

【００６６】
次に遊技機の動作について説明する。図５は、主基板３１における遊技制御手段（ＣＰ
Ｕ５６およびＲＯＭ，ＲＡＭ等の周辺回路）が実行するメイン処理を示すフローチャート
である。遊技機に対して電源が投入され、リセット端子の入力レベルがハイレベルになる
と、ＣＰＵ５６は、ステップＳ１以降のメイン処理を開始する。メイン処理において、Ｃ
ＰＵ５６は、まず、必要な初期設定を行う。
【００６７】
初期設定処理において、ＣＰＵ５６は、まず、割込禁止に設定する（ステップＳ１）。
次に、割込モードを割込モード２に設定し（ステップＳ２）、スタックポインタにスタッ
クポインタ指定アドレスを設定する（ステップＳ３）。そして、内蔵デバイスレジスタの

10

初期化を行う（ステップＳ４）。また、内蔵デバイス（内蔵周辺回路）であるＣＴＣ（カ
ウンタ／タイマ）およびＰＩＯ（パラレル入出力ポート）の初期化（ステップＳ５）を行
った後、ＲＡＭをアクセス可能状態に設定する（ステップＳ６）。なお、割込みモード２
は、遊技制御用マイクロコンピュータ５６が内蔵する特定レジスタ（Ｉレジスタ）の値（
１バイト）と内蔵デバイスが出力する割込みベクタ（１バイト：最下位ビット０）から合
成されるアドレスが、割込み番地を示すモードである。
【００６８】
次いで、ＣＰＵ５６は、入力ポートを介して入力されるクリアスイッチ９２１の出力信
号の状態を１回だけ確認する（ステップＳ７）。その確認においてオンを検出した場合に
は、ＣＰＵ５６は、通常の初期化処理を実行する（ステップＳ１１〜ステップＳ１４）。

20

【００６９】
クリアスイッチ９２１がオンの状態でない場合には、遊技機への電力供給が停止したと
きにバックアップＲＡＭ領域のデータ保護処理（例えばパリティデータの付加等の電力供
給停止時処理）が行われたか否か確認する（ステップＳ８）。そのような保護処理が行わ
れていないことを確認したら、ＣＰＵ５６は初期化処理を実行する。バックアップＲＡＭ
領域にバックアップデータがあるか否かは、例えば、電力供給停止時処理においてバック
アップＲＡＭ領域に設定されるバックアップフラグの状態によって確認される。この例で
は、バックアップフラグ領域に「５５Ｈ」が設定されていればバックアップあり（オン状
態）を意味し、「５５Ｈ」以外の値が設定されていればバックアップなし（オフ状態）を
意味する。
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【００７０】
バックアップありを確認したら、ＣＰＵ５６は、バックアップＲＡＭ領域のデータチェ
ック（この例ではパリティチェック）を行う（ステップＳ９）。ステップＳ９では、算出
したチェックサムと、電力供給停止時処理にて同一の処理によって算出され保存されてい
るチェックサムとを比較する。不測の停電等の電力供給停止が生じた後に復旧した場合に
は、バックアップＲＡＭ領域のデータは保存されているはずであるから、チェック結果（
比較結果）は正常（一致）になる。チェック結果が正常でないということは、バックアッ
プＲＡＭ領域のデータが、電力供給停止時のデータとは異なっていることを意味する。そ
のような場合には、内部状態を電力供給停止時の状態に戻すことができないので、電力供
給の停止からの復旧時でない電源投入時に実行される初期化処理を実行する。
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【００７１】
チェック結果が正常であれば、ＣＰＵ５６は、遊技制御手段の内部状態と演出制御手段
等の電気部品制御手段の制御状態を電力供給停止時の状態に戻すための遊技状態復旧処理
を行う（ステップＳ１０）。そして、バックアップＲＡＭ領域に保存されていたＰＣ（プ
ログラムカウンタ）の退避値がＰＣに設定され、そのアドレスに復帰する。
【００７２】
なお、この実施の形態では、バックアップフラグとチェックデータとの双方を用いてバ
ックアップＲＡＭ領域のデータが保存されているか否かを確認しているが、いずれか一方
のみを用いてもよい。すなわち、バックアップフラグとチェックデータとのいずれかを、
状態復旧処理を実行するための契機としてもよい。
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【００７３】
初期化処理では、ＣＰＵ５６は、まず、ＲＡＭクリア処理を行う（ステップＳ１１）。
また、ＲＡＭ５５における所定の作業領域（例えば、普通図柄判定用乱数カウンタ、普通
図柄判定用バッファ、特別図柄左中右図柄バッファ、特別図柄プロセスフラグ、払出コマ
ンド格納ポインタ、賞球中フラグ、球切れフラグ、払出停止フラグなど制御状態に応じて
選択的に処理を行うためのフラグ）に初期値を設定する作業領域設定処理を行う（ステッ
プＳ１２）。さらに、サブ基板（この実施の形態では払出制御基板３７および演出制御基
板８０）を初期化するための初期化コマンドを各サブ基板に送信する処理を実行する（ス
テップＳ１３）。初期化コマンドとして、可変表示装置９に表示される初期図柄を示すコ
マンド（演出制御基板８０に対して）や賞球ランプ５１および球切れランプ５２の消灯を

10

指示するコマンド等がある。
【００７４】
そして、２ｍｓ毎に定期的にタイマ割込がかかるようにＣＰＵ５６に設けられているＣ
ＴＣのレジスタの設定が行われる（ステップＳ１４）。すなわち、初期値として２ｍｓに
相当する値が所定のレジスタ（時間定数レジスタ）に設定される。
【００７５】
初期化処理の実行（ステップＳ１１〜Ｓ１４）が完了すると、メイン処理で、表示用乱
数更新処理（ステップＳ１７）および初期値用乱数更新処理（ステップＳ１８）が繰り返
し実行される。表示用乱数更新処理および初期値用乱数更新処理が実行されるときには割
込禁止状態とされ（ステップＳ１６）、表示用乱数更新処理および初期値用乱数更新処理

20

の実行が終了すると割込許可状態とされる（ステップＳ１９）。表示用乱数とは、可変表
示装置９に表示される図柄を決定するための乱数であり、表示用乱数更新処理とは、表示
用乱数を発生するためのカウンタのカウント値を更新する処理である。また、初期値用乱
数更新処理とは、初期値用乱数を発生するためのカウンタのカウント値を更新する処理で
ある。初期値用乱数とは、大当りとするか否かを決定するための乱数を発生するためのカ
ウンタ（大当り決定用乱数発生カウンタ）等の、カウント値の初期値を決定するための乱
数である。後述する遊技制御処理において、大当り決定用乱数発生カウンタのカウント値
が１周すると、そのカウンタに初期値が設定される。
【００７６】
なお、表示用乱数更新処理が実行されるときには割込禁止状態とされるのは、表示用乱
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数更新処理が後述するタイマ割込処理でも実行されることから、タイマ割込処理における
処理と競合してしまうのを避けるためである。すなわち、ステップＳ１７の処理中にタイ
マ割込が発生してタイマ割込処理中で表示用乱数を発生するためのカウンタのカウント値
を更新してしまったのでは、カウント値の連続性が損なわれる場合がある。しかし、ステ
ップＳ１７の処理中では割込禁止状態にしておけば、そのような不都合が生ずることはな
い。
【００７７】
タイマ割込が発生すると、ＣＰＵ５６は、レジスタの退避処理（ステップＳ２０）を行
った後、図６に示すステップＳ２１〜Ｓ３３の遊技制御処理を実行する。遊技制御処理に
おいて、ＣＰＵ５６は、まず、スイッチ回路５８を介して、ゲートスイッチ３２ａ、始動
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口スイッチ１４ａ、カウントスイッチ２３および入賞口スイッチ２４ａ等のスイッチの検
出信号を入力し、それらの状態判定を行う（スイッチ処理：ステップＳ２１）。
【００７８】
次に、遊技制御に用いられる大当り判定用の乱数等の各判定用乱数を生成するための各
カウンタのカウント値を更新する処理を行う（ステップＳ２２）。ＣＰＵ５６は、さらに
、初期値用乱数を生成するためのカウンタのカウント値を更新する処理および表示用乱数
を生成するためのカウンタのカウント値を更新する処理を行う（ステップＳ２３，Ｓ２４
）。
【００７９】
図７は、各乱数を示す説明図である。各乱数を示す説明図である。各乱数は、以下のよ
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うに使用される。
（１）ランダム１：大当りを発生させるか否か決定する（大当り判定用、大当り決定用）
（２）ランダム２−１〜２−３（ランダム２）：特別図柄の左中右のはずれ図柄決定用（
特別図柄左中右判定用、はずれ図柄判定用）
（３）ランダム３：大当りを発生させる特別図柄の組合せを決定する（大当り図柄決定用
）
（４）ランダム４：特別図柄の変動パターンを決定する（変動パターン決定用）
（５）ランダム５：大当りを発生させない場合にリーチとするか否かを決定する（リーチ
判定用）
（６）ランダム６：普通図柄にもとづく当りを発生させるか否か決定する（普通図柄当り

10

判定用）
（７）ランダム７：ランダム１の初期値を決定する（ランダム１初期値決定用）
（８）ランダム８：ランダム６の初期値を決定する（ランダム６初期値決定用）
（９）ランダム９：予告演出を実行するか否かを決定する（予告判定用）
（１０）ランダム１０：予告演出の演出パターンを決定する（予告パターン決定用）
（１１）ランダム１１：予告演出を継続するか否かを判定する（予告継続判定用）
【００８０】
図６に示された遊技制御処理におけるステップＳ２２では、ＣＰＵ５６は、（１）の大
当り判定用乱数、（３）の大当り図柄決定用乱数、（６）の普通図柄当り判定用乱数、（
９）の予告判定用乱数、および（１１）の予告継続判定用乱数を生成するためのカウンタ

20

のカウントアップ（１加算）を行う。すなわち、それらが判定用乱数であり、それら以外
の乱数が表示用乱数または初期値用乱数である。なお、遊技効果を高めるために、上記（
１）〜（１１）の乱数以外の普通図柄に関する乱数等も用いられている。
【００８１】
さらに、ＣＰＵ５６は、特別図柄プロセス処理を行う（ステップＳ２５）。特別図柄プ
ロセス制御では、遊技状態に応じてパチンコ遊技機１を所定の順序で制御するための特別
図柄プロセスフラグに従って該当する処理が選び出されて実行される。そして、特別図柄
プロセスフラグの値は、遊技状態に応じて各処理中に更新される。また、普通図柄プロセ
ス処理を行う（ステップＳ２６）。普通図柄プロセス処理では、普通図柄表示器１０の表
示状態を所定の順序で制御するための普通図柄プロセスフラグに従って該当する処理が選
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び出されて実行される。そして、普通図柄プロセスフラグの値は、遊技状態に応じて各処
理中に更新される。
【００８２】
次いで、ＣＰＵ５６は、特別図柄に関する演出制御コマンドをＲＡＭ５５の所定の領域
に設定して演出制御コマンドを送出する処理を行う（特別図柄コマンド制御処理：ステッ
プＳ２７）。また、普通図柄に関する演出制御コマンドをＲＡＭ５５の所定の領域に設定
して演出制御コマンドを送出する処理を行う（普通図柄コマンド制御処理：ステップＳ２
８）。
【００８３】
さらに、ＣＰＵ５６は、例えばホール管理用コンピュータに供給される大当り情報、始
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動情報、確率変動情報などのデータを出力する情報出力処理を行う（ステップＳ２９）。
【００８４】
また、ＣＰＵ５６は、入賞口スイッチ２９ａ，３０ａ，３３ａ，３９ａの検出信号にも
とづく賞球個数の設定などを行う賞球処理を実行する（ステップＳ３０）。具体的には、
入賞口スイッチ２９ａ，３０ａ，３３ａ，３９ａの何れかがオンしたことにもとづく入賞
検出に応じて、払出制御基板３７に賞球個数を示す払出制御コマンドを出力する。払出制
御基板３７に搭載されている払出制御用ＣＰＵは、賞球個数を示す払出制御コマンドに応
じて球払出装置９７を駆動する。
【００８５】
そして、ＣＰＵ５６は、始動入賞記憶数の増減をチェックする記憶処理を実行する（ス
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テップＳ３１）。また、遊技機の制御状態を遊技機外部で確認できるようにするための試
験信号を出力する処理である試験端子処理を実行する（ステップＳ３２）。さらに、所定
の条件が成立したときにソレノイド回路５９に駆動指令を行う（ステップＳ３３）。可変
入賞球装置１５または開閉板２０を開状態または閉状態としたり、大入賞口内の遊技球通
路を切り替えたりするために、ソレノイド回路５９は、駆動指令に応じてソレノイド１６
，２１，２１Ａを駆動する。その後、レジスタの内容を復帰させ（ステップＳ３４）、割
込許可状態に設定する（ステップＳ３５）。
【００８６】
以上の制御によって、この実施の形態では、遊技制御処理は２ｍｓ毎に起動されること
になる。なお、この実施の形態では、タイマ割込処理で遊技制御処理が実行されているが

10

、タイマ割込処理では例えば割込が発生したことを示すフラグのセットのみがなされ、遊
技制御処理はメイン処理において実行されるようにしてもよい。
【００８７】
図８は、ＣＰＵ５６が実行する特別図柄プロセス処理のプログラムの一例を示すフロー
チャートである。図８に示す特別図柄プロセス処理は、図６のフローチャートにおけるス
テップＳ２５の具体的な処理である。ＣＰＵ５６は、特別図柄プロセス処理を行う際に、
変動短縮タイマ減算処理（ステップＳ３１０）を行い、遊技盤６に設けられている始動入
賞口１４に遊技球が入賞したことを検出するための始動口スイッチ１４ａがオンしていた
ら、すなわち遊技球が始動入賞口１４に入賞する始動入賞が発生していたら（ステップＳ
３１１）、始動口スイッチ通過処理（ステップＳ３１２）を行った後に、内部状態に応じ

20

て、ステップＳ３００〜Ｓ３０８のうちのいずれかの処理を行う。変動短縮タイマは、特
別図柄の変動時間が短縮される場合に、変動時間を設定するためのタイマである。
【００８８】
なお、始動口スイッチ通過処理（ステップＳ３１２）では、ＣＰＵ５６は、始動入賞記
憶数が最大値である４に達しているかどうか確認し、始動入賞記憶数が４に達していなけ
れば始動入賞記憶数を１増やし、大当り判定用乱数等の各乱数の値を抽出し、それらを始
動入賞記憶数の値に対応した保存領域（特別図柄判定用バッファ）に格納する処理を行う
。なお、乱数を抽出するとは、乱数を生成させるためのカウンタからカウント値を読み出
して、読み出したカウント値を乱数値とすることである。ステップＳ３１２では、図７に
示された乱数のうち、ランダム１〜ランダム５が抽出される。
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【００８９】
特別図柄通常処理（ステップＳ３００）：特別図柄の可変表示を開始できる状態になる
のを待つ。特別図柄の可変表示が開始できる状態になると（可変表示の開始条件が成立す
ると）、始動入賞記憶数を確認する。始動入賞記憶数が０でなければ、特別図柄の可変表
示の結果、大当りとするか否か決定する。そして、内部状態（特別図柄プロセスフラグ）
をステップＳ３０１に移行するように更新する。
【００９０】
特別図柄停止図柄設定処理（ステップＳ３０１）：特別図柄の可変表示後の左中右図柄
の停止図柄を決定する。そして、内部状態（特別図柄プロセスフラグ）をステップＳ３０
２に移行するように更新する。
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【００９１】
変動パターン設定処理（ステップＳ３０２）：特別図柄の可変表示の変動パターン（可
変表示態様）を、ランダム４の値に応じて決定する。また、変動時間タイマをスタートさ
せる。このとき、演出制御基板８０に対して、左中右最終停止図柄と変動態様（変動パタ
ーン）を指令する情報とが送信される。そして、内部状態（特別図柄プロセスフラグ）を
ステップＳ３０３に移行するように更新する。
【００９２】
特別図柄変動処理（ステップＳ３０３）：所定時間（ステップＳ３０２の変動時間タイ
マで示された時間）が経過すると、内部状態（特別図柄プロセスフラグ）をステップＳ３
０４に移行するように更新する。
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【００９３】
特別図柄停止処理（ステップＳ３０４）：可変表示装置９において表示される全図柄が
停止されるように制御する。具体的には、特別図柄停止を示す演出制御コマンドが送信さ
れる状態に設定する。そして、停止図柄が大当り図柄の組み合わせである場合には、内部
状態（特別図柄プロセスフラグ）をステップＳ３０５に移行するように更新する。そうで
ない場合には、内部状態をステップＳ３００に移行するように更新する。
【００９４】
大入賞口開放開始処理（ステップＳ３０５）：大入賞口を開放する制御を開始する。具
体的には、カウンタやフラグを初期化するとともに、ソレノイド２１を駆動して大入賞口
を開放する。また、プロセスタイマによって大入賞口開放中処理の実行時間を設定し、大

10

当り中フラグをセットする。そして、内部状態（特別図柄プロセスフラグ）をステップＳ
３０６に移行するように更新する。
【００９５】
大入賞口開放中処理（ステップＳ３０６）：大入賞口ラウンド表示の演出制御コマンド
を演出制御基板８０に送出する制御や大入賞口の閉成条件の成立を確認する処理等を行う
。最後の大入賞口の閉成条件が成立したら、内部状態をステップＳ３０７に移行するよう
に更新する。
【００９６】
特定領域有効時間処理（ステップＳ３０７）：Ｖ入賞スイッチ２２の通過の有無を監視
して、大当り遊技状態継続条件の成立を確認する処理を行う。大当り遊技状態継続の条件
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が成立し、かつ、まだ残りラウンドがある場合には、内部状態をステップＳ３０５に移行
するように更新する。また、所定の有効時間内に大当り遊技状態継続条件が成立しなかっ
た場合、または、全てのラウンドを終えた場合には、内部状態をステップＳ３０８に移行
するように更新する。
【００９７】
大当り終了処理（ステップＳ３０８）：大当り遊技状態が終了したことを遊技者に報知
する表示制御を演出制御手段に行わせるための制御を行う。そして、内部状態をステップ
Ｓ３００に移行するように更新する。
【００９８】
図９は、この実施の形態で用いられる変動パターンの一例を示す説明図である。図９に
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おいて、「ＭＯＤＥ」とは、２バイト構成の演出制御コマンドにおける１バイト目のＭＯ
ＤＥデータを示す。「ＥＸＴ」とは、２バイト構成の演出制御コマンドにおける２バイト
目のＥＸＴデータを示す。また、「時間」は特別図柄の変動時間（識別情報の可変表示期
間）を示す。
【００９９】
この例では、特別図柄の各変動パターンは、リーチとするか否か、リーチとする場合の
リーチ態様、大当りとするか否か、大当りとする場合の演出態様、再変動演出を行うか否
か、再変動演出を行う場合の演出態様など、各種の演出態様の違いに応じて複数種類用意
されている。なお、確変大当りとするか否か、非確変大当りとするか否か、予告演出を行
うか否か、および予告演出を行う場合の予告態様など、その他の演出態様の違いに応じて

40

用意されていてもよい。
【０１００】
また、特別図柄の各変動パターンには、ミッション報知を行ったあとはずれとなる変動
態様を示す変動パターン（変動パターン１２〜１７）、ミッション報知により報知された
ミッションが達成されたことにもとづき大当りとなる変動態様を示す変動パターン（変動
パターン１８〜２１）、ミッション継続報知を行ったあとはずれとなる変動態様を示す変
動パターン（変動パターン２２〜２５）など、ミッション演出に関わる各種の変動パター
ンが用意されている。
【０１０１】
「通常変動」とは、リーチ態様を伴わない変動パターンである。「ノーマルリーチ」と
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は、リーチ態様を伴うが変動結果（停止図柄）が大当りを生じさせるものとならない変動
パターンである。「リーチＡ」は、「ノーマルリーチ」とは異なるリーチ態様を持つ変動
パターンである。また、リーチ態様が異なるとは、リーチ変動時間において異なった態様
の変動態様（速度や回転方向等）やキャラクタ等が現れることをいう。例えば、「ノーマ
ル」では単に１種類の変動態様によってリーチ態様が実現されるのに対して、「リーチＡ
」では、変動速度や変動方向が異なる複数の変動態様を含むリーチ態様が実現される。
【０１０２】
また、「リーチＢ」は、「ノーマルリーチ」および「リーチＡ」とは異なるリーチ態様
を持つ変動パターンである。そして、「リーチＣ」は、「ノーマルリーチ」、「リーチＡ
」および「リーチＢ」とは異なるリーチ態様を持つ変動パターンである。なお、「リーチ

10

Ａ」、「リーチＢ」および「リーチＣ」では、大当りとなる場合と大当りとならない場合
とがある。
【０１０３】
図９に示す変動パターン１２は、２回転以内にノーマルリーチをかけることをミッショ
ンとして報知する変動パターンである。変動パターン１３は、３回転以内にノーマルリー
チをかけることをミッションとして報知する変動パターンである。変動パターン１４は、
４回転以内にノーマルリーチをかけることをミッションとして報知する変動パターンであ
る。
【０１０４】
また、図９に示す変動パターン１５は、２回転以内にスーパーリーチ（ノーマルリーチ
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以外の演出態様によりリーチ演出がなされるリーチ。本例では、リーチＡ、リーチＢ、お
よびリーチＣが該当する）をかけることをミッションとして報知する変動パターンである
。変動パターン１６は、３回転以内にスーパーリーチをかけることをミッションとして報
知する変動パターンである。変動パターン１７は、４回転以内にスーパーリーチをかける
ことをミッションとして報知する変動パターンである。
【０１０５】
また、図９に示す変動パターン１８は、ノーマルリーチのあと大当りとなる変動パター
ンである。変動パターン１９は、リーチＡのあと大当りとなる変動パターンである。変動
パターン２０は、リーチＢのあと大当りとなる変動パターンである。変動パターン２１は
、リーチＣのあと大当りとなる変動パターンである。
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【０１０６】
さらに、図９に示す変動パターン２２は、２回転以内にノーマルリーチをかけることを
、ミッション演出を継続させるために新たなミッションとして報知する変動パターンであ
る。変動パターン２３は、３回転以内にノーマルリーチをかけることを、ミッション演出
を継続させるために新たなミッションとして報知する変動パターンである。変動パターン
２４は、４回転以内にノーマルリーチをかけることを、ミッション演出を継続させるため
に新たなミッションとして報知する変動パターンである。変動パターン２５は、４回転以
内にスーパーリーチをかけることを、ミッション演出を継続させるために新たなミッショ
ンとして報知する変動パターンである。
【０１０７】
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なお、短縮表示パターンが用いられるようにしてもよい。短縮表示パターンは、左中右
の図柄の変動時間が例えば１．０秒という極めて短い変動パターンである。
【０１０８】
また、この実施の形態では、高確率時（確変中）でも低確率時（非確変中＝通常状態）
でも変動パターン１〜２５の変動パターンが用いられるが、高確率時には各変動パターン
のそれぞれの変動時間を短くするようにしてもよい。また、高確率時に用いられる変動パ
ターン群（使用されうる複数の変動パターン）と低確率時に用いられる変動パターン群と
を別にしてもよい。
【０１０９】
図１０（Ａ）は、はずれ時連続予告パターン選択テーブルの一例を示す説明図である。
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はずれ時連続予告パターン選択テーブルは、保留記憶に大当りがないと判定されたときに
使用されるテーブルであって、予告結果が大当りとならない連続予告パターン（ミッショ
ン報知されたミッションが達成されずに大当りとならないミッション演出パターン）の選
択のために用いられるテーブルである。図１０（Ａ）に示すように、はずれ時連続予告パ
ターン選択テーブルには、どの変動パターンテーブルをどの順番で選択するかが設定され
た連続予告パターンが、各保留記憶数ごとに１または複数設定されている。なお、変動パ
ターンテーブルについては後述する（図１２参照）。
【０１１０】
具体的には、はずれ時連続予告パターンとして「保留４はずれパターン３」が選択され
たときには、４回の可変表示演出において、変動パターンテーブルＴ１７、変動パターン

10

テーブルＴＨ、変動パターンテーブルＴ２、変動パターンテーブルＴ２の順番で順次変動
パターンテーブルが使用テーブルとして設定される。従って、「４回転以内ミッション報
知２」の可変表示、「通常変動（はずれ）」の可変表示、「ノーマルリーチ（はずれ）」
の可変表示、そして「ノーマルリーチ（はずれ）」の可変表示の順番で順次実行される。
すなわち、「保留４はずれパターン３」が選択された場合には、１回目の可変表示演出で
「４回以内にスーパーリーチをかけなさい」というミッション報知が実行されるが、その
１回目の可変表示演出も、２回目〜４回目の可変表示演出もスーパーリーチとはならず、
ミッションを達成することなく連続予告演出（ミッション演出）が終了することになる。
【０１１１】
また、具体的には、はずれ時連続予告パターンとして「保留３はずれパターン１」が選
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択されたときには、３回の可変表示演出において、変動パターンテーブルＴ１３、変動パ
ターンテーブルＴＨ、変動パターンテーブルＴ３の順番で順次変動パターンテーブルが設
定される。従って、「３回転以内ミッション報知１」の可変表示、「通常変動（はずれ）
」の可変表示、「リーチＡ（はずれ）」の可変表示が順次実行される。すなわち、「保留
３はずれパターン１」が選択された場合には、１回目の可変表示演出で「３回以内にノー
マルリーチをかけなさい」というミッション報知が実行されるが、その１回目の可変表示
演出も、２回目〜３回目の可変表示演出もノーマルリーチとはならず、ミッションを達成
することなく連続予告演出（ミッション演出）が終了することになる。
【０１１２】
図１０（Ｂ）は、大当り時連続予告パターン選択テーブルの一例を示す説明図である。
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大当り時連続予告パターン選択テーブルは、保留記憶に大当りがあると判定されたときに
使用されるテーブルであって、予告結果が大当りとなる連続予告パターン（ミッション報
知されたミッションが達成されて大当りとなるミッション演出パターン）の選択のために
用いられるテーブルである。図１０（Ｂ）に示すように、大当り時連続予告パターン選択
テーブルには、どの変動パターン種別テーブルをどの順番で選択するかが設定された連続
予告パターンが、各保留記憶数ごとに１または複数設定されている。
【０１１３】
具体的には、大当り時連続予告パターンとして「保留２あたりパターン」が選択された
ときには、２回の可変表示演出において、変動パターンテーブルＴ１２、変動パターンテ
ーブルＴ１８の順番で順次変動パターンテーブルが設定される。従って、「２回転以内ミ
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ッション報知１」の可変表示を行い、次の可変表示でノーマルリーチがかかりミッション
達成報知を行ったあと大当りとする演出が実行される。すなわち、「保留２あたりパター
ン」が選択された場合には、１回目の可変表示演出で「２回以内にノーマルリーチをかけ
なさい」と報知する２回転以内ミッション報知１が実行され、２回目の可変表示演出でミ
ッションが達成され大当りとなる連続予告演出が実行される。
【０１１４】
また、具体的には、大当り時連続予告パターンとして「保留４あたりパターン２」が選
択されたときには、４回の可変表示演出において、変動パターンテーブルＴ１７、変動パ
ターンテーブルＴ２、変動パターンテーブルＴ５、変動パターンテーブルＴ１８の順番で
順次変動パターンテーブルが設定される。従って、「４回転以内ミッション報知２」の可
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変表示、「ノーマルリーチ（はずれ）」の可変表示、「リーチＣ」の可変表示、「大当り
」の可変表示が順次実行される。すなわち、「保留４あたりパターン２」が選択された場
合には、１回目の可変表示で「４回以内にスーパーリーチをかけなさい」と報知するミッ
ション報知が実行され、２回目にノーマルリーチの可変表示が実行され、３回目の可変表
示でリーチＣとなりミッション達成報知を行ったあと、４回目の可変表示で大当りとなる
連続予告演出が実行される。
【０１１５】
本例では、連続予告演出として、ミッション演出が実行される。従って、はずれ時連続
予告パターン選択テーブルによって、ミッション報知されたミッションが達成されないミ
ッション演出が選択され、大当り時連続予告パターン選択テーブルによって、ミッション

10

報知されたミッションが達成され大当りとなるミッション演出が選択される。
【０１１６】
なお、図１０に示した連続予告パターン選択テーブルに設定されているミッション演出
は一例であり、他の演出態様のミッション演出が含まれていてもよい。例えば、保留記憶
が４個あり２回目の可変表示で大当りとなる場合に選択され得る大当り時連続予告パター
ンとして、１回目の可変表示で「４回以内にリーチをかけなさい」というミッション報知
を行い、２回目の可変表示でリーチとなりミッションを達成したあと大当りとなる保留４
あたりパターンが設定されていてもよい。この場合、後述する予告設定処理（図１４参照
）のステップＳ１３９にて、大当りとなる保留記憶数と、保留記憶の総数とにもとづいて
予告パターンを決定するようにすればよい。

20

【０１１７】
図１１（Ａ）は、はずれ時連続予告継続パターン選択テーブルの一例を示す説明図であ
る。はずれ時連続予告継続パターン選択テーブルは、連続予告演出を継続すると判定され
、保留記憶に大当りがないと判定されたときに使用されるテーブルである。すなわち、は
ずれ時連続予告継続パターン選択テーブルは、連続予告演出の継続のための連続予告パタ
ーンであって、予告結果が大当りとならない連続予告パターン（前回報知されていたミッ
ションが失敗したあとに実行される演出パターンであって、ミッション演出の継続のため
に再度新たなミッション報知が改めて行われ、改めて報知されたミッションも達成されず
に大当りとならないミッション演出パターン）の選択のために用いられるテーブルである
。図１１（Ａ）に示すように、はずれ時連続予告継続パターン選択テーブルには、どの変
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動パターンテーブルをどの順番で選択するかが設定された連続予告パターンが、各保留記
憶数ごとに１または複数設定されている。なお、変動パターンテーブルについては後述す
る（図１２参照）。
【０１１８】
具体的には、はずれ時連続予告継続パターンとして「保留４継続はずれパターン３」が
選択されたときには、４回の可変表示演出において、変動パターンテーブルＴ２５、変動
パターンテーブルＴＨ、変動パターンテーブルＴ２、変動パターンテーブルＴ２の順番で
順次変動パターンテーブルが使用テーブルとして設定される。従って、「４回転以内ミッ
ション継続報知２」の可変表示、「通常変動（はずれ）」の可変表示、「ノーマルリーチ
（はずれ）」の可変表示、そして「ノーマルリーチ（はずれ）」の可変表示の順番で順次

40

実行される。すなわち、「保留４継続はずれパターン３」が選択された場合には、１回目
（前回のミッション演出の最終回）の可変表示演出で前回のミッションが達成されずミッ
ション失敗報知がなされたあと「４回以内にスーパーリーチをかけなさい」というミッシ
ョン継続報知が実行されるが、その１回目の可変表示演出も、２回目〜４回目の可変表示
演出もスーパーリーチとはならず、ミッションを達成することなく連続予告演出（ミッシ
ョン演出：ミッション継続演出）が終了することになる。
【０１１９】
また、具体的には、はずれ時連続予告パターンとして「保留３継続はずれパターン１」
が選択されたときには、３回の可変表示演出において、変動パターンテーブルＴ２３、変
動パターンテーブルＴＨ、変動パターンテーブルＴＨの順番で順次変動パターンテーブル
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が設定される。従って、「３回転以内ミッション継続報知１」の可変表示、「通常変動（
はずれ）」の可変表示、「通常変動（はずれ）」の可変表示が順次実行される。すなわち
、「保留３継続はずれパターン１」が選択された場合には、１回目（前回のミッション演
出の最終回）の可変表示演出で前回のミッションが達成されずミッション失敗報知がなさ
れたあと「３回以内にノーマルリーチをかけなさい」というミッション継続報知が実行さ
れるが、その１回目の可変表示演出も、２回目〜３回目の可変表示演出もノーマルリーチ
とはならず、ミッションを達成することなく連続予告演出（ミッション演出：ミッション
継続演出）が終了することになる。
【０１２０】
図１１（Ｂ）は、大当り時連続予告継続パターン選択テーブルの一例を示す説明図であ
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る。大当り時連続予告継続パターン選択テーブルは、連続予告演出を継続すると判定され
、保留記憶に大当りがあると判定されたときに使用されるテーブルである。すなわち、大
当り時連続予告継続パターン選択テーブルは、連続予告演出の継続のための連続予告パタ
ーンであって、予告結果が大当りとなる連続予告パターン（前回報知されていたミッショ
ンが失敗したあとに実行される演出パターンであって、ミッション演出の継続のために再
度新たなミッション報知が改めて行われ、改めて報知されたミッションが達成されて大当
りとなるミッション演出パターン）の選択のために用いられるテーブルである。図１１（
Ｂ）に示すように、大当り時連続予告継続パターン選択テーブルには、どの変動パターン
種別テーブルをどの順番で選択するかが設定された連続予告パターンが、各保留記憶数ご
とに１または複数設定されている。
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【０１２１】
具体的には、大当り時連続予告継続パターンとして「保留２継続あたりパターン」が選
択されたときには、２回の可変表示演出において、変動パターンテーブルＴ２２、変動パ
ターンテーブルＴ１８の順番で順次変動パターンテーブルが設定される。従って、「２回
転以内ミッション継続報知１」の可変表示を行い、次の可変表示でノーマルリーチがかか
りミッション達成報知を行ったあと大当りとする演出が実行される。すなわち、「保留２
継続あたりパターン」が選択された場合には、１回目（前回のミッション演出の最終回）
の可変表示演出で前回のミッションが達成されずミッション失敗報知がなされたあと「２
回以内にノーマルリーチをかけなさい」と報知する２回転以内ミッション継続報知１が実
行され、２回目の可変表示演出でミッションが達成され大当りとなる連続予告演出が実行
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される。
【０１２２】
また、具体的には、大当り時連続予告継続パターンとして「保留４継続あたりパターン
２」が選択されたときには、４回の可変表示演出において、変動パターンテーブルＴ２５
、変動パターンテーブルＴ２、変動パターンテーブルＴ５、変動パターンテーブルＴ１８
の順番で順次変動パターンテーブルが設定される。従って、「４回転以内ミッション継続
報知２」の可変表示、「ノーマルリーチ（はずれ）」の可変表示、「リーチＣ」の可変表
示、「大当り」の可変表示が順次実行される。すなわち、「保留４継続あたりパターン２
」が選択された場合には、１回目（前回のミッション演出の最終回）の可変表示演出で前
回のミッションが達成されずミッション失敗報知がなされたあと「４回以内にスーパーリ
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ーチをかけなさい」と報知するミッション継続報知が実行され、２回目にノーマルリーチ
の可変表示が実行され、３回目の可変表示でリーチＣとなりミッション達成報知を行った
あと、４回目の可変表示で大当りとなる連続予告演出が実行される。
【０１２３】
本例では、連続予告演出としてのミッション演出を、ミッション継続演出を行うことに
よって所定期間延長する制御が実行される。従って、はずれ時連続予告継続パターン選択
テーブルによって、ミッション演出が延長されて改めて報知されたミッションも達成され
ないミッション演出が選択され、大当り時連続予告継続パターン選択テーブルによって、
ミッション演出が延長されて改めて報知されたミッションが達成され大当りとなるミッシ
ョン演出が選択される。
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【０１２４】
なお、図１１に示した連続予告継続パターン選択テーブルに設定されているミッション
演出（ミッション継続演出）は一例であり、他の演出態様のミッション演出が含まれてい
てもよい。
【０１２５】
図１２は、変動パターン種別テーブルの一例を示す説明図である。変動パターン種別テ
ーブルには、変動パターン決定用乱数と比較される比較値が各変動パターンに対応して振
り分けられている変動パターンテーブルが複数含まれている。図１２に示す変動パターン
種別テーブルには、各変動パターンに対応して振り分けられた比較値の数が表されている
。
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【０１２６】
なお、変動パターン決定用乱数と比較される各比較値は、各変動パターンテーブルの特
性を考慮して振り分けされ、使用する変動パターンテーブルとの関係で出現し得る演出を
示す変動パターンにのみ振り分けられる。
【０１２７】
例えば、テーブルＴ２〜Ｔ２５は、それぞれ、対応する変動パターン２〜２５のいずれ
かのみを選択するときに使用されるテーブルであるため、変動パターン２〜２５のうちの
対応する変動パターンのみが常に選択されるように振り分けされる。具体的には、テーブ
ルＴ２は変動パターン２のみが選択されるように振り分けされており、テーブルＴ２５は
変動パターン２５のみが選択されるように振り分けされている。
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【０１２８】
テーブルＴＡは、「大当り」かつ「連続予告演出なし」のときに使用されるテーブルで
あるため、テーブルＴＡでは、はずれとなる変動パターンや予告演出を行う変動パターン
に対応して比較値が振り分けされることはない。テーブルＴＨは、「はずれ」のときに使
用されるテーブルであるため、テーブルＴＨでは、大当りやリーチとなる変動パターンに
対応して比較値が振り分けされることはない。テーブルＴＲは、「リーチ」のときに使用
されるテーブルであるため、テーブルＴＲでは、大当りやリーチにもならないはずれとな
る変動パターンに対応して比較値が振り分けされることはない。
【０１２９】
具体的には、図１２に示すように、変動パターンテーブルＴＡでは、１５０個の比較値
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のうち、５５個の比較値が変動パターン６に対応し、３５個の比較値が変動パターン７に
対応し、３０個の比較値が変動パターン８に対応し、２０個の比較値が変動パターン９に
対応し、１５個の比較値が変動パターン１０に対応し、５個の比較値が変動パターン１１
に対応するように設定されている。変動パターンテーブルＴＨは、１５０個全ての比較値
が変動パターン１に対応して振り分けられている。図１２には、一部の変動パターンテー
ブルだけが表れているが、他の変動パターンテーブルも同様に、それぞれ比較値が振り分
けされて設定されている。
【０１３０】
図１３は、変動開始時処理を示すフローチャートである。変動開始時処理は、上述した
特別図柄プロセス処理に含まれる複数の処理の一部（ステップＳ３００〜ステップＳ３０
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２）をまとめて示す処理である。
【０１３１】
変動開始時処理において、ＣＰＵ５６は、特別図柄の変動を開始することができる状態
（例えば可変表示装置９において図柄の変動がなされておらず、かつ、大当り遊技中でも
ない状態）であれば（ステップＳ５０）、始動入賞記憶数（保留記憶数）の値を確認する
（ステップＳ５１）。具体的には、始動入賞カウンタのカウント値を確認する。なお、可
変表示装置９において図柄の変動がなされておらず、かつ、大当り遊技中でもない状態で
あるか否かは、特別図柄プロセスフラグの示す値が所定の値となっているか否かによって
判定される。
【０１３２】
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始動入賞記憶数が０でなければ、後述する予告設定処理を実行する（ステップＳ５２）
。次いで、始動入賞記憶数＝１に対応する保存領域に格納されている各乱数値を読み出し
てＲＡＭ５５の乱数バッファ領域に格納するとともに（ステップＳ５３）、始動入賞記憶
数の値を１減らし（始動入賞記憶カウンタのカウント値を１減らし）、かつ、各保存領域
の内容をシフトする（ステップＳ５４）。すなわち、始動入賞記憶数＝ｎ（ｎ＝２，３，
４）に対応する保存領域に格納されている各乱数値を、始動入賞記憶数＝ｎ−１に対応す
る保存領域に格納する。よって、各始動入賞記憶数に対応するそれぞれの保存領域に格納
されている各乱数値が抽出された順番は、常に、始動入賞記憶数＝１，２，３，４の順番
と一致するようになっている。
【０１３３】
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次いで、ＣＰＵ５６は、乱数格納バッファから大当り判定用乱数を読み出し（ステップ
Ｓ５５）、大当りとするか否かを決定するための大当り判定モジュールを実行する（ステ
ップＳ５６）。大当りとすることに決定しない場合には、乱数格納バッファからリーチ判
定用乱数を読み出して、リーチとするか否かを決定するためのリーチ判定モジュールを実
行する（ステップＳ５７）。
【０１３４】
大当りの有無（はずれの場合にはリーチの有無）を決定すると、ＣＰＵ５６は、始動入
賞記憶数＝１に対応する保存領域に保存されているランダム３の格納値（大当りとする場
合）、あるいは、ランダム２の格納値（はずれとする場合）を抽出し、特別図柄の停止図
柄を決定する（ステップＳ５８）。なお、連続予告演出の実行中については、後述する変
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動パターン決定処理にて、リーチの有無が変更になることがあるが、このような場合には
、変動パターンと合致するように、特別図柄の停止図柄の決定を変動パターン決定処理の
あとに再度行うようにすればよい。
【０１３５】
次いで、ＣＰＵ５６は、予告継続設定処理を行う（ステップＳ５９）。また、ＣＰＵ５
６は、変動パターン決定用乱数カウンタから変動パターン決定用乱数を抽出し（ステップ
Ｓ６０）、抽出した変動パターン決定用乱数の値に応じて変動パターンを決定する後述す
る変動パターン決定処理を実行する（ステップＳ６１）。具体的には、ステップＳ６１に
おいて、あらかじめ用意されている複数種類の変動パターンテーブルの中から使用テーブ
ルを決定し、決定した変動パターンテーブルに配されている比較値のうち、抽出した変動
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パターン決定用乱数の値と一致する比較値が対応付けられている変動パターンとすること
に決定される。なお、後述するように、本例では、連続予告演出の実行中であれば、ＣＰ
Ｕ５６は、ステップＳ６１にて、あらかじめ決定されている演出態様の変動パターンを選
択する。
【０１３６】
変動パターンを決定すると、ＣＰＵ５６は、決定した変動パターンの変動時間データを
特別図柄プロセスタイマに設定する（ステップＳ６２）。そして、ＣＰＵ５６は、実行回
数カウンタのカウント値が０でなければ１減算し（ステップＳ６３，Ｓ６４）、決定した
変動パターン指定のコマンド送信テーブルのアドレスをポインタにセットし（ステップＳ
６５）、サブルーチンであるコマンドセット処理を実行する（ステップＳ６６）。
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【０１３７】
コマンドセット処理を実行することによって演出制御コマンドが演出制御基板８０に送
信される。この実施の形態では、演出制御手段に送信されうる各演出制御コマンドはＲＯ
Ｍ５４のコマンド送信テーブルに格納されている。また、コマンドセット処理では、ＣＰ
Ｕ５６は、ポインタが示すＲＯＭ５４のアドレスに格納されている演出制御コマンドデー
タを、演出制御コマンドデータを出力するための出力ポートに設定するとともに、コマン
ドを送信することを示す演出制御ＩＮＴ信号を出力する。
【０１３８】
そして、ＣＰＵ５６は、内部状態（特別図柄プロセスフラグ）を更新する処理（具体的
には上述したステップＳ３０３の処理を示す値に更新する処理）を実行する（ステップＳ

50

(26)

JP 2006‑290 A 2006.1.5

６７）。
【０１３９】
図１４は、変動開始時処理内で実行される予告設定処理（ステップＳ５２）を示すフロ
ーチャートである。予告設定処理において、ＣＰＵ５６は、実行回数カウンタを読み出す
（ステップＳ１２１）。
【０１４０】
読み出した実行回数カウンタのカウント値が０であった場合には（ステップＳ１２２の
Ｙ）、ＣＰＵ５６は、制御状態が確変状態でなく（ステップＳ１２３のＮ）、始動入賞カ
ウンタのカウント値が２以上であれば（ステップＳ１２４のＹ）、始動入賞カウンタのカ
ウント値を処理数に設定するとともに（ステップＳ１２５）、検査回数カウンタのカウン
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ト値を初期値である０に設定する（ステップＳ１２５）。なお、検査回数カウンタは、後
述するステップＳ１２６〜ステップＳ１３１のループ処理の繰り返し回数をカウントする
ためのカウンタである。
【０１４１】
次いで、ＣＰＵ５６は、検査回数カウンタのカウント値を１加算し（ステップＳ１２６
）、始動入賞記憶数＝Ｋ（検査回数カウンタのカウント値が示す数）に対応する保存領域
に格納されている大当り判定用乱数値を読み出して（ステップＳ１２７）、大当り判定モ
ジュールを実行する。すなわち、大当り判定サブルーチンをコールする（ステップＳ１２
８）。大当り判定モジュールにおいて、読み出した大当り判定用乱数値にもとづいて大当
りとならないと判定された場合には（ステップＳ１２９のＮ）、ＣＰＵ５６は、処理数を
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１減算し（ステップＳ１３０）、減算後の処理数が０になっていなければステップＳ１２
６の処理に移行する（ステップＳ１３１のＹ）。
【０１４２】
すなわち、この例では、ステップＳ１２６〜ステップＳ１３１の処理が、処理数が０に
なるまで繰り返し実行される。ただし、この例では、ステップＳ１２６〜ステップＳ１３
１のループ処理におけるステップＳ１２８において大当りとなるとの判定がなされると（
ステップＳ１２９のＹ）、その時点でループ処理を終了する。つまり、ステップＳ１２６
〜ステップＳ１３１では、保留中の可変表示の中に大当りとなるものがあると判定される
まで、または、処理数が０となるまで（保留中の可変表示についての判定を全て終えるま
で）、始動入賞記憶数＝１〜４に対応するそれぞれの保存領域に格納されている各大当り
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判定用乱数値が、抽出された順番が早い方から順次読み出され、大当りとなるか否かの判
定が実行される。
【０１４３】
ＣＰＵ５６は、ステップＳ１２８において大当りとなると判定された場合には（ステッ
プＳ１２９のＹ）、図示しない大当りあり時の予告判定テーブル（大当りあり時のミッシ
ョン演出判定テーブル）を使用テーブルとして設定する（ステップＳ１３２）。大当りあ
り時の予告判定テーブルは、大当りなし時の予告判定テーブルと比較して高確率で連続予
告演出（ミッション演出）を実行することに決定されるように、予告判定用乱数の抽出値
と比較される比較値が設定されている。
【０１４４】

40

一方、ＣＰＵ５６は、ステップＳ１２８において大当りとなると判定されることなく処
理数が０となった場合には（ステップＳ１３１のＮ）、図示しないはずれ時（大当りなし
時）の予告判定テーブル（はずれ時のミッション演出判定テーブル）を使用テーブルとし
て設定する（ステップＳ１３３）。大当りなし時の予告判定テーブルは、大当りあり時の
予告判定テーブルと比較して低確率で連続予告を実行することに決定されるように、予告
判定用乱数の抽出値と比較される比較値が設定されている。
【０１４５】
そして、ＣＰＵ５６は、予告判定用乱数を抽出し（ステップＳ１３５）、予告判定用乱
数が、使用テーブルとして設定されている予告判定テーブルに設定されている比較値のい
ずれかと一致したら連続予告を行うことに決定する（ステップＳ１３６）。
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【０１４６】
連続予告を行うと判定された場合には（ステップＳ１３６のＹ）、ＣＰＵ５６は、連続
予告における予告演出の連続回数の残数をカウントする実行回数カウンタに、検査回数カ
ウンタのカウント値を設定する（ステップＳ１３７）。次いで、ＣＰＵ５６は、予告態様
決定用乱数値を抽出し（ステップＳ１３８）、その予告態様決定用乱数にもとづいて連続
予告演出の演出態様（予告パターン：ミッション演出パターン）を決定する（ステップＳ
１３９）。
【０１４７】
ステップＳ１３９での予告パターンの決定には、例えば、予告態様決定用乱数の抽出値
と比較される比較値が振り分けられた連続予告パターン選択テーブル（図１０参照）が用
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いられる。連続予告パターン選択テーブルには、この例では、複数回の可変表示演出を順
次実行することでミッション演出が実行されるように、連続回数分の可変表示演出の組合
せが、連続回数毎に１種類または複数種類あらかじめ設定されており、複数種類設定され
ている場合はその組合せに比較値が振り分けされている。よって、ステップＳ１３９にて
、ステップＳ１３７にて実行回数カウンタに設定された連続回数分の予告演出の演出態様
が決定される。
【０１４８】
具体的には、大当りあり時であって、ステップＳ１３７において実行回数カウンタに「
４」が設定された場合には、ステップＳ１３９において４回分の可変表示演出の組合せが
あらかじめ設定されている大当りあり時の連続予告パターン（保留４あたりパターン１〜
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保留４あたりパターン３）の中から、抽出された予告態様決定用乱数値に対応する比較値
が設定されている連続予告パターンに決定される。
【０１４９】
上記の処理によって、この実施の形態では、保留記憶中に大当りとなるものがあった場
合に、連続予告演出（達成されるミッション報知を行うミッション演出）を実行可能にな
る。また、この実施の形態では、大当りとならない場合にも、すなわち、保留記憶中に大
当りとなるものがない場合でも、連続予告演出（達成されないミッション報知を行うミッ
ション演出）を実行可能とする構成としている。なお、この例では、ステップＳ１３２と
ステップＳ１３３とで異なる予告判定テーブルを用いた判定処理を行う構成として、保留
記憶中に大当りとなるものがない場合と比較して、保留記憶中に大当りとなるものがあっ
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た場合は高確率でミッション演出を行うことに決定されるようにしている。
【０１５０】
図１５は、変動開始時処理内で実行される予告継続設定処理（ステップＳ５９）を示す
フローチャートである。予告継続設定処理において、ＣＰＵ５６は、実行回数カウンタを
読み出し、読み出した実行回数カウンタのカウント値が１であった場合には（ステップＳ
１４１のＹ）、今回実行する可変表示演出が、連続予告演出での複数回の可変表示演出の
うち、最終回の可変表示演出であることを意味するため、連続予告演出を延長するか否か
の判定などを行うための処理に移行する。
【０１５１】
ＣＰＵ５６は、今回実行する可変表示の表示結果が大当り表示結果でなく（ステップＳ
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１４２のＮ）、始動入賞カウンタのカウント値が２以上であれば（ステップＳ１４３のＹ
）、始動入賞カウンタのカウント値を処理数に設定するとともに（ステップＳ１４４）、
検査回数カウンタのカウント値を初期値である０に設定する（ステップＳ１４４）。一方
、今回大当りとする場合、または、保留記憶数が所定数（この例では２以上）ない場合に
は、ＣＰＵ５６は、連続予告演出（ミッション演出）を行うか否かの判定や演出内容の決
定などを行うための処理に移行することなく予告設定処理を終了する。なお、検査回数カ
ウンタは、後述するステップＳ１４５〜ステップＳ１５０のループ処理の繰り返し回数を
カウントするためのカウンタである。
【０１５２】
次いで、ＣＰＵ５６は、検査回数カウンタのカウント値を１加算し（ステップＳ１４５
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）、始動入賞記憶数＝Ｋ（検査回数カウンタのカウント値が示す数）に対応する保存領域
に格納されている大当り判定用乱数値を読み出して（ステップＳ１４６）、大当り判定モ
ジュールを実行する。すなわち、大当り判定サブルーチンをコールする（ステップＳ１４
７）。大当り判定モジュールにおいて、読み出した大当り判定用乱数値にもとづいて大当
りとならないと判定された場合には（ステップＳ１４８のＮ）、ＣＰＵ５６は、処理数を
１減算し（ステップＳ１４９）、減算後の処理数が０になっていなければステップＳ１４
５の処理に移行する（ステップＳ１５０のＹ）。
【０１５３】
すなわち、この例では、ステップＳ１４５〜ステップＳ１５０の処理が、処理数が０に
なるまで繰り返し実行される。ただし、この例では、ステップＳ１４５〜ステップＳ１５
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０のループ処理におけるステップＳ１４７において大当りとなるとの判定がなされると（
ステップＳ１４８のＹ）、その時点でループ処理を終了する。つまり、ステップＳ１４５
〜ステップＳ１５０では、保留中の可変表示の中に大当りとなるものがあると判定される
まで、または、処理数が０となるまで（保留中の可変表示についての判定を全て終えるま
で）、始動入賞記憶数＝１〜４に対応するそれぞれの保存領域に格納されている各大当り
判定用乱数値が、抽出された順番が早い方から順次読み出され、大当りとなるか否かの判
定が実行される。
【０１５４】
ＣＰＵ５６は、ステップＳ１４７において大当りとなると判定された場合には（ステッ
プＳ１４８のＹ）、図示しない大当りあり時の予告継続判定テーブル（大当りあり時のミ
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ッション演出継続判定テーブル）を使用テーブルとして設定する（ステップＳ１５１）。
大当りあり時の予告継続判定テーブルは、大当りなし時の予告継続判定テーブルと比較し
て高確率で連続予告演出（ミッション演出）を継続することに決定されるように、予告継
続判定用乱数（ランダム１１）の抽出値と比較される比較値が設定されている。
【０１５５】
一方、ＣＰＵ５６は、ステップＳ１４７において大当りとなると判定されることなく処
理数が０となった場合には（ステップＳ１５０のＮ）、図示しないはずれ時（大当りなし
時）の予告継続判定テーブル（はずれ時のミッション演出継続判定テーブル）を使用テー
ブルとして設定する（ステップＳ１５２）。大当りなし時の予告継続判定テーブルは、大
当りあり時の予告継続判定テーブルと比較して低確率で連続予告を継続することに決定さ
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れるように、予告継続判定用乱数（ランダム１１）の抽出値と比較される比較値が設定さ
れている。
【０１５６】
そして、ＣＰＵ５６は、予告継続判定用乱数（ランダム１１）を抽出し（ステップＳ１
５３）、予告継続判定用乱数が、使用テーブルとして設定されている予告継続判定テーブ
ルに設定されている比較値のいずれかと一致したら連続予告を継続することに決定する（
ステップＳ１５４）。
【０１５７】
連続予告を継続（延長）すると判定された場合には（ステップＳ１５４のＹ）、ＣＰＵ
５６は、継続された連続予告における予告演出の連続回数の残数をカウントする実行回数
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カウンタに、検査回数カウンタのカウント値を設定する（ステップＳ１５５）。次いで、
ＣＰＵ５６は、予告態様決定用乱数値を抽出し（ステップＳ１５６）、その予告態様決定
用乱数にもとづいて連続予告継続演出の演出態様（予告継続パターン：ミッション演出継
続パターン）を決定する（ステップＳ１５７）。
【０１５８】
ステップＳ１５７での予告パターンの決定には、例えば、予告態様決定用乱数の抽出値
と比較される比較値が振り分けられた連続予告継続パターン選択テーブル（図１１参照）
が用いられる。連続予告継続パターン選択テーブルには、この例では、現在実行されてい
るミッション演出に続けて、複数回の可変表示演出を順次実行することでミッション継続
演出が実行されるように、連続回数分の可変表示演出の組合せが、連続回数毎に１種類ま
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たは複数種類あらかじめ設定されており、複数種類設定されている場合はその組合せに比
較値が振り分けされている。よって、ステップＳ１５７にて、ステップＳ１５５にて実行
回数カウンタに設定された連続回数分の継続予告演出の演出態様が決定される。
【０１５９】
具体的には、大当りあり時であって、ステップＳ１５５において実行回数カウンタに「
４」が設定された場合には、ステップＳ１５７において４回分の可変表示演出の組合せが
あらかじめ設定されている大当りあり時の連続予告継続パターン（保留４継続あたりパタ
ーン１〜保留４継続あたりパターン３）の中から、抽出された予告態様決定用乱数値に対
応する比較値が設定されている連続予告継続パターンに決定される。
【０１６０】
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上記の処理によって、この実施の形態では、保留記憶中に大当りとなるものがあった場
合に、連続予告演出を継続することが可能となる。また、この実施の形態では、大当りと
ならない場合にも、すなわち、保留記憶中に大当りとなるものがない場合でも、連続予告
演出を継続可能とする構成としている。なお、この例では、ステップＳ１５１とステップ
Ｓ１５２とで異なる予告継続判定テーブルを用いた判定処理を行う構成として、保留記憶
中に大当りとなるものがない場合と比較して、保留記憶中に大当りとなるものがあった場
合は高確率でミッション演出を継続することに決定されるようにしている。
【０１６１】
図１６は、変動開始時処理内で実行される変動パターン決定処理（ステップＳ６１）を
示すフローチャートである。変動パターン決定処理において、ＣＰＵ５６は、まず、実行

20

回数カウンタが０でなければ（ステップＳ１６１のＮ）、決定されている予告パターンと
、実行回数カウンタによって特定される連続予告の実行回数とにもとづいて、使用する変
動パターンテーブルを決定し、決定した変動パターンテーブルを使用テーブルとして設定
する（ステップＳ１６５）。
【０１６２】
実行回数カウンタが０であれば（ステップＳ１６１のＹ）、ＣＰＵ５６は、今回の可変
表示で大当りとするか否かを確認し（ステップＳ１６２）、大当りとする場合には、大当
りパターン選択用の変動パターンテーブルＴＡを使用テーブルとして設定する（ステップ
Ｓ１６３）。
【０１６３】
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今回の可変表示で大当りとしない場合には、ＣＰＵ５６は、リーチとする場合にはリー
チ選択用の変動パターンテーブルＴＲを使用テーブルとして設定し、リーチにもしない場
合ははずれ選択用の変動パターンテーブルＴＨを使用テーブルとして設定する（ステップ
Ｓ１６４）。
【０１６４】
そして、ＣＰＵ５６は、ステップＳ１６３、ステップＳ１６４、またはステップＳ１６
５にて使用テーブルとして設定された変動パターンテーブルと、ステップＳ６０にて抽出
された変動パターン決定用乱数とにもとづいて、変動パターンを決定する（ステップＳ１
６６）。
【０１６５】
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次に、遊技制御手段から演出制御手段に対する制御コマンドの送出方式について説明す
る。図１７は、主基板３１から演出制御基板８０に送信される演出制御コマンドの信号線
を示す説明図である。図１７に示すように、この実施の形態では、演出制御コマンドは、
演出制御信号Ｄ０〜Ｄ７の８本の信号線で主基板３１から演出制御基板８０に送信される
。また、主基板３１と演出制御基板８０との間には、ストローブ信号（演出制御ＩＮＴ信
号）を送信するための演出制御ＩＮＴ信号の信号線も配線されている。なお、図１７には
、演出制御コマンドの例が示されているが、他の電気部品制御基板（この実施の形態では
払出制御手段）への制御コマンドも、８本の信号線と１本のＩＮＴ信号の信号線によって
送信される。
【０１６６】
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この実施の形態では、演出制御コマンドは２バイト構成であり、１バイト目はＭＯＤＥ
（コマンドの分類）を表し、２バイト目はＥＸＴ（コマンドの種類）を表す。ＭＯＤＥデ
ータの先頭ビット（ビット７）は必ず「１」とされ、ＥＸＴデータの先頭ビット（ビット
７）は必ず「０」とされる。なお、そのようなコマンド形態は一例であって他のコマンド
形態を用いてもよい。例えば、１バイトや３バイト以上で構成される制御コマンドを用い
てもよい。
【０１６７】
図１８に示すように、演出制御コマンドの８ビットの演出制御コマンドデータは、演出
制御ＩＮＴ信号に同期して出力される。演出制御基板８０に搭載されている演出制御手段
は、演出制御ＩＮＴ信号が立ち上がったことを検知して、割込処理によって１バイトのデ

10

ータの取り込み処理を開始する。従って、演出制御手段から見ると、演出制御ＩＮＴ信号
は、演出制御コマンドデータの取り込みの契機となる取込信号に相当する。
【０１６８】
演出制御コマンドは、演出制御手段が認識可能に１回だけ送出される。認識可能とは、
この例では、演出制御ＩＮＴ信号のレベルが変化することであり、認識可能に１回だけ送
出されるとは、例えば演出制御コマンドデータの１バイト目および２バイト目のそれぞれ
に応じて演出制御ＩＮＴ信号が１回だけパルス状（矩形波状）に出力されることである。
なお、演出制御ＩＮＴ信号は図１８に示された極性と逆極性であってもよい。
【０１６９】
図１９は、演出制御基板８０に送出される演出制御コマンドの内容の一例を示す説明図
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である。図１９に示す例において、コマンド８０００（Ｈ）〜８０１８（Ｈ）は、特別図
柄を可変表示する可変表示装置９における特別図柄の変動パターンを指定する演出制御コ
マンドである。なお、変動パターンを指定するコマンド（変動パターンコマンド）は変動
開始指示も兼ねている。
【０１７０】
コマンド８８ＸＸ（Ｈ）（Ｘ＝４ビットの任意の値）は、普通図柄の変動パターンに関
する演出制御コマンドである。コマンド８９ＸＸ（Ｈ）は、普通図柄の停止図柄を指定す
る演出制御コマンドである。コマンド８Ａ００（Ｈ）は、普通図柄の可変表示の停止を指
示する演出制御コマンドである。
【０１７１】
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コマンド９１ＸＸ（Ｈ）、９２ＸＸ（Ｈ）および９３ＸＸ（Ｈ）は、特別図柄の左中右
の停止図柄を指定する演出制御コマンドである。「ＸＸ」には図柄番号が設定される。ま
た、コマンドＡ０００（Ｈ）は、特別図柄の可変表示の停止を指示する演出制御コマンド
である。コマンドＢＸＸＸ（Ｈ）は、大当り遊技開始から大当り遊技終了までの間に送出
される演出制御コマンドである。そして、コマンドＣ０００（Ｈ）〜ＥＸＸＸ（Ｈ）は、
特別図柄の変動および大当り遊技に関わらない可変表示装置９の表示状態に関する演出制
御コマンドである。
【０１７２】
コマンドＤ０００（Ｈ）は、客待ちデモンストレーションを指定する演出制御コマンド
である。

40

【０１７３】
コマンドＥ０ＸＸ（Ｈ）は、可変表示装置９における始動入賞記憶数を表示する表示エ
リアにおいて、表示色を変化させる始動記憶表示エリア１８の個数を示す演出制御コマン
ドである。例えば、演出制御手段は、各始動記憶表示エリア１８のうち「ＸＸ（Ｈ）」で
指定される個数の始動記憶表示エリア１８の表示色を変化させる。すなわち、コマンドＥ
０ＸＸ（Ｈ）は、保留個数という情報を報知するために設けられている表示エリアの制御
を指示するコマンドである。なお、表示色を変化させる始動記憶表示エリア１８の個数に
関するコマンドが、表示色を変化させるエリアの個数の増減を示すように構成されていて
もよい。また、この実施の形態では、始動入賞記憶の上限値は４であるから、「ＸＸ」は
０〜４のいずれかである。
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【０１７４】
また、コマンドＥ４００（Ｈ）は、高確率状態から低確率状態になったときに送信され
るコマンドであり、コマンドＥ４０１（Ｈ）は、低確率状態から高確率状態になったとき
に送信されるコマンドである。
【０１７５】
演出制御基板８０の演出制御手段は、主基板３１の遊技制御手段から上述した演出制御
コマンドを受信すると図１９に示された内容に応じて可変表示装置９および普通図柄表示
器１０の表示状態を変更するとともに、ランプ・ＬＥＤの表示状態を変更し、必要ならば
音声出力基板７０に対して音番号データを出力する。なお、図１９に示された例以外の制
御コマンドも遊技制御手段から演出制御手段に送信される。例えば、賞球ランプ５１や球
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切れランプ５２の表示状態、および普通図柄始動記憶表示器４１の点灯個数を示す制御コ
マンド等や、大当り遊技に関するより詳細な演出制御コマンドも遊技制御手段から演出制
御手段に送信される。
【０１７６】
可変表示の開始を示す可変表示開始指定コマンドおよび可変表示態様を特定可能な可変
表示態様指定コマンドは、変動パターン指定の演出制御コマンドで実現され、識別情報の
表示結果を特定可能な識別情報指定コマンドは、左図柄指定、中図柄指定、右図柄指定の
演出制御コマンドで実現され、可変表示の終了を示す可変表示終了指定コマンドは、特別
図柄停止の演出制御コマンドで実現されている。また、この実施の形態では、変動パター
ン指定の演出制御コマンドが可変表示の開始を示す可変表示開始指定コマンドおよび可変
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表示態様を特定可能な可変表示態様指定コマンドとして兼用されているが、可変表示開始
指定コマンドと可変表示態様を特定可能な可変表示態様指定コマンドとを別にしてもよい
。
【０１７７】
次に、演出制御手段の動作を説明する。図２０は、演出制御用ＣＰＵ１０１が実行する
メイン処理を示すフローチャートである。メイン処理では、まず、ＲＡＭ領域のクリアや
各種初期値の設定、また演出制御の起動間隔を決めるための２ｍｓタイマの初期設定等を
行うための初期化処理が行われる（ステップＳ７０１）。その後、演出制御用ＣＰＵ１０
１は、タイマ割込フラグの監視（ステップＳ７０２）の確認を行うループ処理に移行する
。タイマ割込が発生すると、演出制御用ＣＰＵ１０１は、タイマ割込処理においてタイマ
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割込フラグをセットする。メイン処理において、タイマ割込フラグがセットされていたら
、演出制御用ＣＰＵ１０１は、そのフラグをクリアし（ステップＳ７０３）、以下の演出
制御処理を実行する。
【０１７８】
この実施の形態では、タイマ割込は２ｍｓ毎にかかる。すなわち、演出制御処理は、２
ｍｓ毎に起動される。また、この実施の形態では、タイマ割込処理ではフラグセットのみ
がなされ、具体的な演出制御処理はメイン処理において実行されるが、タイマ割込処理で
演出制御処理を実行してもよい。
【０１７９】
演出制御処理において、演出制御用ＣＰＵ１０１は、まず、受信した演出制御コマンド
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を解析する（コマンド解析実行処理：ステップＳ７０４）。次いで演出制御用ＣＰＵ１０
１は、演出制御プロセス処理を行う（ステップＳ７０５）。演出制御プロセス処理では、
制御状態に応じた各プロセスのうち、現在の制御状態に対応したプロセスを選択して実行
する。そして、演出制御基板８０で使用される各乱数カウンタを更新する処理を実行する
（ステップＳ７０６）。その後、ステップＳ７０２のタイマ割込フラグの確認を行う処理
に戻る。
【０１８０】
次に、主基板３１からの演出制御コマンド受信処理について説明する。図２１は、主基
板３１から受信した演出制御コマンドを格納するためのコマンド受信バッファの一構成例
を示す説明図である。この例では、２バイト構成の演出制御コマンドを６個格納可能なリ
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ングバッファ形式のコマンド受信バッファが用いられる。従って、コマンド受信バッファ
は、受信コマンドバッファ１〜１２の１２バイトの領域で構成される。そして、受信した
コマンドをどの領域に格納するのかを示すコマンド受信個数カウンタが用いられる。コマ
ンド受信個数カウンタは、０〜１１の値をとる。なお、必ずしもリングバッファ形式でな
くてもよく、例えば、図柄指定コマンド格納領域を３個（２×３＝６バイトのコマンド受
信バッファ）、それ以外の変動パターン指定などのコマンド格納領域を１個（２×１＝２
バイトのコマンド受信バッファ）のようなバッファ構成としてもよい。音声制御手段や、
ランプ制御手段においても同様に、リングバッファ形式でないバッファ形式としてもよい
。
【０１８１】

10

主基板３１からの演出制御用のＩＮＴ信号は演出制御用ＣＰＵ１０１の割込端子に入力
されている。例えば、主基板３１からのＩＮＴ信号がオン状態になると、演出制御用ＣＰ
Ｕ１０１において割込がかかる。そして、演出制御用ＣＰＵ１０１は、割込処理において
演出制御コマンドの受信処理を実行する。演出制御コマンドの受信処理において、演出制
御用ＣＰＵ１０１は、受信した演出制御コマンドデータを、コマンド受信個数カウンタが
示す受信コマンドバッファに格納する。
【０１８２】
図２２は、コマンド解析処理（ステップＳ７０４）の具体例を示すフローチャートであ
る。主基板３１から受信された演出制御コマンドは受信コマンドバッファに格納されるが
、コマンド解析処理では、演出制御用ＣＰＵ１０１は、コマンド受信バッファに格納され
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ているコマンドの内容を確認する。
【０１８３】
コマンド解析処理において、演出制御用ＣＰＵ１０１は、まず、コマンド受信バッファ
に受信コマンドが格納されているか否か確認する（ステップＳ６１１）。格納されている
か否かは、コマンド受信個数カウンタの値と読出ポインタとを比較することによって判定
される。両者が一致している場合が、受信コマンドが格納されていない場合である。コマ
ンド受信バッファに受信コマンドが格納されている場合には、演出制御用ＣＰＵ１０１は
、コマンド受信バッファから受信コマンドを読み出す（ステップＳ６１２）。なお、読み
出したら読出ポインタの値を＋１しておく。
【０１８４】
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受信した演出制御コマンドが特別図柄左指定の演出制御コマンド（９１ＸＸ（Ｈ））で
あれば（ステップＳ６１３）、演出制御用ＣＰＵ１０１は、「ＸＸ」で示される左図柄を
示すデータを、ＲＡＭにおける左図柄格納領域に格納する（ステップＳ６１４）。また、
特別図柄中指定の演出制御コマンド（９２ＸＸ（Ｈ））であれば（ステップＳ６１６）、
演出制御用ＣＰＵ１０１は、「ＸＸ」で示される中図柄を示すデータを、ＲＡＭにおける
中図柄格納領域に格納する（ステップＳ６１７）。そして、特別図柄右指定の演出制御コ
マンド（９３ＸＸ（Ｈ））であれば（ステップＳ６１８）、演出制御用ＣＰＵ１０１は、
「ＸＸ」で示される右図柄を示すデータを、ＲＡＭにおける右図柄格納領域に格納する（
ステップＳ６１９）。
【０１８５】
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また、受信した演出制御コマンドが変動パターン指定の演出制御コマンドであれば（ス
テップＳ６２１）、演出制御用ＣＰＵ１０１は、そのコマンドのＥＸＴデータを変動パタ
ーンデータ格納領域に格納し（ステップＳ６２２）、変動パターン受信フラグをセットす
る（ステップＳ６２３）。
【０１８６】
そして、ステップＳ６１２で読み出した受信コマンドがその他の演出制御コマンドであ
る場合には、受信コマンドに対応するフラグをセットする（ステップＳ６２４）。
【０１８７】
図２３は、図２０に示されたメイン処理における演出制御プロセス処理（ステップＳ７
０５）を示すフローチャートである。演出制御プロセス処理では、演出制御プロセスフラ
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グの値に応じてステップＳ８００〜Ｓ８０６のうちのいずれかの処理が行われる。各処理
において、以下のような処理が実行される。
【０１８８】
変動パターンコマンド受信待ち処理（ステップＳ８００）：コマンド受信割込処理によ
って、変動時間を特定可能な演出制御コマンド（変動パターンコマンド）を受信したか否
か確認する。具体的には、変動パターンコマンドが受信されたことを示すフラグ（変動パ
ターン受信フラグ）がセットされたか否か確認する。変動パターン受信フラグは、コマン
ド解析処理によって、変動パターン指定の演出制御コマンドが受信されたことが確認され
た場合にセットされる（ステップＳ６２３）。
【０１８９】
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演出パターン決定処理（ステップＳ８０１）：受信した変動パターンコマンドにもとづ
いて、変動パターンコマンド毎にそれぞれ複数種類あらかじめ用意された演出パターンの
うち何れの演出パターンとするかを決定する処理を行う。また、ミッション関連演出を実
行するか否か、実行する場合の演出内容を決定する処理を行う。
【０１９０】
全図柄変動開始処理（ステップＳ８０２）：左中右図柄の変動が開始されるように制御
する。
【０１９１】
図柄変動中処理（ステップＳ８０３）：変動パターンを構成する各変動状態（変動速度
）の切替タイミングを制御するとともに、変動時間の終了を監視する。可変表示演出にて
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、必要に応じて、ミッション報知、ミッション達成報知、ミッション失敗報知を行う。ま
た、左右図柄の停止制御を行う。
【０１９２】
全図柄停止待ち設定処理（ステップＳ８０４）：変動時間の終了時に、全図柄停止を指
示する演出制御コマンド（特別図柄停止の演出制御コマンド）を受信していたら、図柄の
変動を停止し停止図柄（確定図柄）を表示する制御を行う。
【０１９３】
大当り表示処理（ステップＳ８０５）：変動時間の終了後、確変大当り表示または通常
大当り表示の制御を行う。
【０１９４】
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大当たり遊技中処理（ステップＳ８０６）：大当たり遊技中の制御を行う。例えば、大
入賞口開放前表示や大入賞口開放時表示の演出制御コマンドを受信したら、ラウンド数の
表示制御等を行う。
【０１９５】
図２４は、変動パターンテーブル毎に設定されているプロセスデータの一構成例を示す
説明図である。プロセスデータは、プロセスタイマ設定値と演出制御実行データの組み合
わせが複数集まったデータで構成されている。演出制御実行データは、表示制御実行デー
タとランプ制御実行データとを含む。表示制御実行データは、特別図柄の変動期間中にお
ける可変表示装置９の表示状態を示すデータが設定されている。例えば、表示制御実行デ
ータ１には、可変表示開始時の可変表示装置９の表示状態を示すデータが設定されている
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。また、ランプ制御実行データは、特別図柄の変動期間中におけるランプ・ＬＥＤの表示
状態を示すデータが設定されている。例えば、ランプ制御実行データ１には、可変表示開
始時のランプ・ＬＥＤの表示状態を示すデータが設定されている。そして、特別図柄の変
動期間中において、表示状態を切り替えるタイミング（例えば可変表示装置９において新
たなキャラクタが登場するタイミング、ランプ・ＬＥＤを点灯状態から消灯状態に切り替
えるタイミング）が到来すると、演出制御手段は、プロセスデータにおける次の演出制御
実行データに従って、可変表示装置９およびランプ・ＬＥＤの表示状態を制御する。プロ
セスタイマ設定値には、切替のタイミングに応じた時間が設定されている。
【０１９６】
このように、演出制御手段が、ＲＯＭに記憶されているプログラムおよびプロセスデー
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タにもとづいて演出手段を制御し、複数の演出手段（この実施の形態では可変表示装置９
およびランプ・ＬＥＤ）の制御に関わるプログラムが、演出制御基板８０に搭載されてい
るＲＯＭに格納されている。そして、それらのプログラムを格納するＲＯＭを１つのＲＯ
Ｍとして構成することができる。従って、部品点数を減らすことができる。また、ＲＯＭ
に記憶されているプロセスデータのうち、プロセスタイマ設定値が共通化されている。従
って、演出制御手段のＲＯＭ容量を節減することができる。なお、演出制御実行データに
ついても、表示制御実行データとランプ制御実行データとを共通化できるのであれば、１
つの演出制御実行データとしてもよい。このように、この実施の形態では、複数の演出手
段の制御に関わるデータのうち少なくとも一部のデータ（この実施の形態では音声データ
ＲＯＭ７０４に格納されているデータを除くデータ）を同一ＲＯＭに格納することができ
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る。
【０１９７】
図２４に示すプロセスデータは、演出制御基板８０におけるＲＯＭに格納されている。
また、プロセスデータは、各変動パターンのそれぞれに応じて用意されている。従って、
演出制御用ＣＰＵ１０１は、変動パターンに応じて、使用するプロセスデータを選択する
。
【０１９８】
図２５は、図２３に示された演出制御プロセス処理における変動パターンコマンド受信
待ち処理（ステップＳ８００）を示すフローチャートである。変動パターンコマンド受信
待ち処理において、演出制御用ＣＰＵ１０１は、変動パターン受信フラグがセットされた
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か否か確認する（ステップＳ８１１）。セットされていれば、そのフラグをリセットする
（ステップＳ８１２）。そして、演出制御プロセスフラグの値を演出パターン決定処理（
ステップＳ８０１）に対応した値に変更する（ステップＳ８１３）。
【０１９９】
図２６は、図２３に示された演出制御プロセス処理における演出パターン決定処理（ス
テップＳ８０１）を示すフローチャートである。演出パターン決定処理において、演出制
御用ＣＰＵ１０１は、あらかじめ定められている複数種類の演出パターンの中から、受信
した変動パターンコマンドに対応付けされている演出パターンを選択し、実行する演出パ
ターンを決定する（ステップＳ８２１）。なお、変動パターンコマンドに対応付けされて
いる演出パターンが複数ある場合には、例えば抽選によって１つの演出パターンを選択す
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る。
【０２００】
次いで、演出制御用ＣＰＵ１０１は、今回がミッション演出での可変表示である場合で
あって、ミッション関連演出を実行する場合には、そのミッション関連演出の内容を決定
する（ステップＳ８２２）。
【０２０１】
本例では、演出制御基板８０では、ミッション報知を行った場合には、ミッションの成
功あるいは失敗が確定するまで、実行したミッション報知の内容をＲＡＭの所定領域に記
憶しておく。そして、ステップＳ８２６にて、演出制御用ＣＰＵ１０１は、未確定のミッ
ションがある場合には保存しているミッション報知の内容と、受信した変動パターンコマ
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ンドとにもとづいて、ミッション報知を行うか否か、報知済みのミッションを達成するか
否か、報知済みのミッションの失敗が確定するか否かを確認し、その確認結果に従って、
ミッション関連演出を行うか否か、およびミッション関連演出の内容を決定する。
【０２０２】
ミッション関連演出とは、ミッションを遊技者に報知するためのミッション報知、ミッ
ションが達成したことを遊技者に報知するためのミッション達成報知、ミッションが達成
されず失敗したことを遊技者に報知するためのミッション失敗報知などのミッション演出
に関連する演出を意味する。
【０２０３】
ミッション関連演出の内容を決定したときには、演出制御用ＣＰＵ１０１は、決定した
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ミッション関連演出に対応したミッション関連演出開始時間決定タイマをスタートする（
ステップＳ８２３）。ミッション関連演出開始時間決定タイマは、可変表示装置９におい
て図柄の変動が開始されてからミッション関連演出を開始するまでの時間を計測するタイ
マであり、ミッション関連演出を開始するタイミングを決定するためのタイマである。ミ
ッション関連演出を開始するタイミングは、例えば、ミッション達成報知であればミッシ
ョンの達成が確定したときとされ、ミッション失敗報知であればミッションの失敗が確定
したときとされる。具体的には、例えばスーパーリーチとなればミッション達成となる場
合に、可変表示演出においてリーチとなり、その後にスーパーリーチに発展した場合には
、スーパーリーチに発展したタイミングでミッション達成報知が行われる。なお、ステッ
プＳ８２２においてミッション関連演出を行わないことに決定した場合には、ステップＳ
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８２３の処理は実行されず、ステップＳ８２４に移行する。
【０２０４】
そして、演出制御用ＣＰＵ１０１は、演出制御プロセスフラグを全図柄変動開始処理（
ステップＳ８０２）に対応した値に更新する（ステップＳ８２４）。
【０２０５】
図２７は、演出制御プロセス処理における全図柄変動開始処理（ステップＳ８０２）を
示すフローチャートである。全図柄変動開始処理において、演出制御用ＣＰＵ１０１は、
まず、特別図柄の可変表示の変動パターンに応じたプロセスデータを選択する（ステップ
Ｓ８３１）。そして、選択したプロセスデータにおける演出実行データ１に対応したプロ
セスタイマをスタートさせる（ステップＳ８３２）。また、プロセスデータ中の表示制御
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実行データ１にもとづいてＬＣＤ制御を行う（ステップＳ８３３）。例えば、表示制御実
行データ１の内容に応じた信号を、ＬＣＤによる可変表示装置９に与える。なお、表示制
御実行データにはＲＯＭのアドレスが設定され、そのアドレスから始まる領域に、より詳
細な制御データを格納しておき、それらの制御データに従ってＬＣＤ制御を行うように構
成してもよい。また、プロセスデータ中のランプ制御実行データ１にもとづいてランプ・
ＬＥＤ制御を行う（ステップＳ８３４）。例えば、ランプ制御実行データ１の内容に応じ
た信号を各ランプ・ＬＥＤに与える。なお、ランプ制御実行データにはＲＯＭのアドレス
が設定され、そのアドレスから始まる領域に、より詳細な制御データを格納しておき、そ
れらの制御データに従ってランプ・ＬＥＤ制御を行うように構成してもよい。
【０２０６】
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また、変動パターンに応じた音番号データを音声出力基板７０に出力する（ステップＳ
８３５）。音声出力基板７０において、音声合成用ＩＣ７０３は、音番号データに応じた
データを音声データＲＯＭ７０４から読み出し、読み出したデータに応じた音声や効果音
を発生し増幅回路７０５に出力する。増幅回路７０５は、音声合成用ＩＣ７０３の出力レ
ベルを、ボリューム７０７で設定されている音量に応じたレベルに増幅した音声信号をス
ピーカ２７に出力する。
【０２０７】
その後、変動時間タイマ（特別図柄の変動時間に応じたタイマ）をスタートし（ステッ
プＳ８３６）、演出制御プロセスフラグの値を図柄変動中処理に対応した値にする（ステ
ップＳ８３７）。
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【０２０８】
図２８は、演出制御プロセス処理における図柄変動中処理（ステップＳ８０３）を示す
フローチャートである。図柄変動中処理において、演出制御用ＣＰＵ１０１は、ミッショ
ン関連演出開始時間決定用タイマがタイムアウトしたか否か確認する（ステップＳ８４１
）。タイムアウトしていたら、演出制御用ＣＰＵ１０１は、ステップＳ８２６にて決定し
たミッション関連演出に対応したプロセスデータを選択する（ステップＳ８４２）。すな
わち、以後、選択したプロセスデータを用いて可変表示装置９の演出を制御することに決
定する。また、ミッション関連演出でスピーカ２７を使用する場合には、ミッション関連
演出の演出態様に応じた音番号データを音声出力基板７０に出力する（ステップＳ８４３
，Ｓ８４４）。音声出力基板７０において、音声合成用ＩＣ７０３は、音番号データに応
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じたデータを音声データＲＯＭ７０４から読み出し、読み出したデータに応じた音声や効
果音を発生し増幅回路７０５に出力する。増幅回路７０５は、音声合成用ＩＣ７０３の出
力レベルを、ボリューム７０７で設定されている音量に応じたレベルに増幅した音声信号
をスピーカ２７に出力する。
【０２０９】
なお、演出制御用ＣＰＵ１０１は、ミッション関連演出の演出制御を、変動時間タイマ
がタイムアウトする前すなわち変動表示結果が確定する前に終了する。ミッション関連演
出の実行時期は、ミッション報知を行う場合には例えば左中右図柄の高速変動が終了する
前、ミッション達成報知を行う場合にはミッション達成確定時、ミッション失敗報知を行
う場合にはミッション失敗確定時とすればよい。
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【０２１０】
また、演出制御用ＣＰＵ１０１は、プロセスタイマがタイムアウトしたら（ステップＳ
８４５）、プロセスデータにおける演出制御実行データの切り替えを行う（ステップＳ８
４６）。すなわち、プロセスデータにおいて、次に設定されているプロセスタイマをスタ
ートさせるとともに（ステップＳ８４７）、次に設定されている表示制御実行データにも
とづいてＬＣＤ制御を行う（ステップＳ８４８）。また、プロセスデータ中の次に設定さ
れているランプ制御実行データにもとづいてランプ・ＬＥＤ制御を行う（ステップＳ８４
９）。
【０２１１】
そして、変動時間タイマがタイムアウトしていたら（ステップＳ８５０）、特別図柄停
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止の表示制御コマンドの受信を監視するための監視タイマをスタートさせ（ステップＳ８
５１）、演出制御プロセスフラグの値を全図柄停止待ち処理に対応した値にする（ステッ
プＳ８５２）。
【０２１２】
図２９は、演出制御プロセス処理における全図柄停止待ち処理（ステップＳ８０４）を
示すフローチャートである。全図柄停止待ち処理において、演出制御用ＣＰＵ１０１は、
全図柄停止を指示する演出制御コマンド（特別図柄停止の演出制御コマンド）を受信して
いるか否か確認する（ステップＳ８６１）。全図柄停止を指示する演出制御コマンドを受
信していれば、記憶されている停止図柄で図柄を停止させる制御を行う（ステップＳ８６
２）。
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【０２１３】
そして、ステップＳ８６２で大当り図柄を表示した場合には（ステップＳ８６３のＹ）
、演出制御用ＣＰＵ１０１は、演出制御プロセスフラグの値を大当り表示処理（ステップ
Ｓ８０５）に対応した値に設定する（ステップＳ８６５）。
【０２１４】
ステップＳ８６２で大当り図柄を表示しない場合（はずれ図柄を表示した場合）には（
ステップＳ８６３のＮ）、演出制御用ＣＰＵ１０１は、演出制御プロセスフラグの値を変
動パターンコマンド受信待ち処理（ステップＳ８００）に対応した値に設定する（ステッ
プＳ８６４）。
【０２１５】
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全図柄停止を指定する演出制御コマンドを受信していない場合には、監視タイマがタイ
ムアウトしているかどうか確認する（ステップＳ８６８）。タイムアウトした場合には、
何らかの異常が発生したと判断して、可変表示装置９にエラー画面を表示する制御を行う
（ステップＳ８６９）。そして、ステップＳ８６３に移行する。
【０２１６】
次に、可変表示装置９にて実行されるミッション演出の具体例について説明する。図３
０は、ミッション演出の演出パターンとして「保留２あたりパターン（図１０（Ｂ）参照
）」が選択された場合におけるミッション演出での可変表示装置９の表示状態の例を示す
説明図である。
【０２１７】
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なお、「保留２あたりパターン」は、２個目の保留記憶にもとづく可変表示の表示結果
が大当り表示結果となるときに選択され得るミッション演出の演出パターンであって、１
回目の可変表示でミッション報知が実行され、２回目の可変表示でミッションが達成され
て大当りとなるという演出パターンである。
【０２１８】
図３０に示すように、「保留２あたりパターン」のミッション演出では、演出制御用Ｃ
ＰＵ１０１は、先ず、２回転以内ミッション報知１の変動パターンコマンド（８００Ｂ（
Ｈ））を受信したことにもとづいて、特別図柄の可変表示（１回目）を開始し（図３０（
Ａ））、左中右図柄が高速変動している間に、可変表示装置９の表示画面上にミッション
報知用のキャラクタを登場させ、ミッション報知を行う（図３０（Ｂ））。ここでは、ミ
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ッション報知用のキャラクタの吹き出し表示として「２回転以内にノーマルリーチをかけ
なさい」というミッションを表示するとともに、スピーカ２７から「２回転以内にノーマ
ルリーチをかけなさい」という音声を出力することによって、ミッション報知を行う。な
お、本例では、ミッション関連演出として、ミッション報知された期間（例えば２回転以
内）の終了までの可変表示回数が可変表示装置９に表示される。具体的には、図３０（Ｃ
）に示すような「あと２回！！」、図３０（Ｄ）に示すような「あと１回！！」、また「
最終回！」や「ラストチャンス！」などが考えられる。
【０２１９】
１回目の可変表示の表示結果としてはずれ図柄が確定表示されたあと（図３０（Ｃ））
、演出制御用ＣＰＵ１０１は、ミッション報知あたり１の変動パターンコマンド（８０１
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１（Ｈ））を受信したことにもとづいて、特別図柄の可変表示（２回目）を開始し（図３
０（Ｄ））、左右図柄が同一図柄となるリーチ表示を行ってノーマルリーチ演出を開始し
たときに、ミッション関連演出としてミッション達成報知を行う（図３０（Ｅ））。
【０２２０】
その後、演出制御用ＣＰＵ１０１は、その２回目の可変表示の表示結果を大当り表示結
果とし（図３０（Ｆ））、ミッション演出を終了して、大当り演出を開始する。
【０２２１】
図３１は、ミッション演出の演出パターンとして「保留２はずれパターン（図１０（Ａ
）参照）」が選択された場合におけるミッション演出での可変表示装置９の表示状態の例
を示す説明図である。
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【０２２２】
なお、「保留２はずれパターン」は、２個の保留記憶があり、その保留記憶中に大当り
表示結果となるものがないときに選択され得るミッション演出の演出パターンであって、
１回目の可変表示でミッション報知が実行され、２回目の可変表示でミッションが達成さ
れずミッション失敗となりはずれとなるという演出パターンである。
【０２２３】
図３１に示すように、「保留２はずれパターン」のミッション演出では、演出制御用Ｃ
ＰＵ１０１は、先ず、２回転以内ミッション報知１の変動パターンコマンド（８００Ｂ（
Ｈ））を受信したことにもとづいて、特別図柄の可変表示（１回目）を開始し（図３１（
Ａ））、左中右図柄が高速変動している間に、可変表示装置９の表示画面上にミッション
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報知用のキャラクタを登場させ、ミッション報知を行う（図３１（Ｂ））。ここでは、ミ
ッション報知用のキャラクタの吹き出し表示として「２回転以内にノーマルリーチをかけ
なさい」というミッションを表示するとともに、スピーカ２７から「２回転以内にノーマ
ルリーチをかけなさい」という音声を出力することによって、ミッション報知を行う。
【０２２４】
１回目の可変表示の表示結果としてはずれ図柄が確定表示されたあと（図３１（Ｃ））
、演出制御用ＣＰＵ１０１は、通常変動（はずれ）の変動パターンコマンド（８０００（
Ｈ））を受信したことにもとづいて、特別図柄の可変表示（２回目）を開始し（図３１（
Ｄ））、左右図柄が同一図柄とならない非リーチ表示を行ったときに、ミッション関連演
出としてミッション失敗報知を行う（図３１（Ｅ））。
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【０２２５】
その後、演出制御用ＣＰＵ１０１は、その２回目の可変表示の表示結果をはずれ表示結
果とし（図３１（Ｆ））、ミッション演出を終了する。
【０２２６】
図３２は、ミッション演出の演出パターンとして「保留３はずれパターン２（図１０（
Ａ）参照）」が選択され、ミッション演出が実行されているときに、ミッション継続演出
として「保留２継続あたりパターン」が選択された場合におけるミッション演出（ミッシ
ョン継続演出を含む）での可変表示装置９の表示状態の例を示す説明図である。
【０２２７】
「保留３はずれパターン２」は、３個の保留記憶があり、可変表示の表示結果が大当り
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表示結果となるものが保留記憶にないときに選択され得るミッション演出の演出パターン
であって、１回目の可変表示でミッション報知が実行され、２回目および３回目の可変表
示でミッションが達成されず、ミッション失敗とされる演出パターンである。
【０２２８】
また、「保留２継続あたりパターン」は、ミッション失敗となるミッション演出の最終
回の可変表示が実行されるときであり、２個の保留記憶があり、２個目の保留記憶にもと
づく可変表示の表示結果が大当り表示結果となるときに選択され得るミッション演出の演
出パターンであって、１回目の可変表示（ミッション失敗となるミッション演出の最終回
の可変表示）で、既にミッション報知がなされているミッション演出についてのミッショ
ン失敗が確定したあとにミッション報知が実行され、２回目の可変表示でミッションが達
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成されて大当りとなると演出パターンである。
【０２２９】
図３２に示すように、「保留３はずれパターン２」のミッション演出では、演出制御用
ＣＰＵ１０１は、先ず、例えば３回転以内ミッション報知２の変動パターンコマンド（８
００Ｆ（Ｈ））を受信したことにもとづいて、特別図柄の可変表示（１回目）を開始し（
図３２（Ａ））、左中右図柄が高速変動している間に、可変表示装置９の表示画面上にミ
ッション報知用のキャラクタを登場させ、ミッション報知を行う（図３２（Ｂ））。ここ
では、ミッション報知用のキャラクタの吹き出し表示として「３回転以内にリーチＡをか
けなさい」というミッションを表示するとともに、スピーカ２７から「３回転以内にリー
チＡをかけなさい」という音声を出力することによって、ミッション報知を行う。

30

【０２３０】
１回目の可変表示の表示結果としてはずれ図柄が確定表示されたあと（図３２（Ｃ））
、演出制御用ＣＰＵ１０１は、ノーマルリーチ（はずれ）の変動パターンコマンド（８０
０１（Ｈ））を受信したことにもとづいて、特別図柄の可変表示（２回目）を開始し（図
３２（Ｄ））、２回目の可変表示にてノーマルリーチの可変表示演出を行ったあと、表示
結果としてはずれ図柄を表示する（図３２（Ｅ））。
【０２３１】
次いで、演出制御用ＣＰＵ１０１は、「保留２継続あたりパターン」のミッション演出
における１回目の可変表示の際に主基板３１から送信される２回転以内ミッション継続報
知１の変動パターンコマンド（８０１５（Ｈ））を受信する。すなわち、ミッション演出

40

が継続されないのであれば、「保留３はずれパターン２」のミッション演出における３回
目の可変表示の際に、主基板３１から送信されるはずのノーマルリーチ（はずれ）の変動
パターンコマンド（８００１（Ｈ））は送信されない。
【０２３２】
演出制御用ＣＰＵ１０１は、２回転以内ミッション継続報知１の変動パターンコマンド
（８０１５（Ｈ））を受信したことにもとづいて、特別図柄の可変表示（「保留３はずれ
パターン２」のミッション演出における３回目の可変表示）を開始し（図３２（Ｆ））、
３回目の可変表示にて例えばノーマルリーチの可変表示演出を開始したとき（あるいはス
ーパーリーチに発展しないことが確定したとき）にミッション失敗報知を行う（図３２（
Ｇ））。なお、この場合、演出制御用ＣＰＵ１０１は、「保留３はずれパターン２」のミ
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ッション演出が達成されない可変表示を独自に決定して実行する。
【０２３３】
さらに、演出制御用ＣＰＵ１０１は、「保留３はずれパターン２」のミッション演出に
おける３回目の可変表示にてミッション失敗報知を行ったあと、その可変表示（継続１回
目）にて「保留２継続あたりパターン」のミッション演出を開始し、可変表示装置９の表
示画面上にミッション報知用のキャラクタを登場させ、ミッション報知を行う（図３２（
Ｈ））。ここでは、ミッション報知用のキャラクタの吹き出し表示として「次の回転でノ
ーマルリーチをかけなさい」というミッションを表示するとともに、スピーカ２７から「
次の回転でノーマルリーチをかけなさい」という音声を出力することによって、ミッショ
ン継続演出におけるミッション報知を行う（図３２（Ｈ））。

10

【０２３４】
ミッション継続演出においてミッション報知を再度改めて行ったあと、演出制御用ＣＰ
Ｕ１０１は、ミッション報知あたり１の変動パターンコマンド（８０１１（Ｈ））を受信
したことにもとづいて、特別図柄の可変表示（全４回目：継続２回目）を開始し、左右図
柄が同一図柄となるリーチ表示を行ってノーマルリーチ演出を開始したときに、ミッショ
ン関連演出としてミッション達成報知を行う（例えば図３０（Ｅ）参照）。
【０２３５】
その後、演出制御用ＣＰＵ１０１は、その可変表示の表示結果を大当り表示結果とし、
ミッション演出（ミッション継続演出を含む）を終了して、大当り演出を開始する。
【０２３６】

20

以上に説明したように、ミッション演出を延長（継続）するか否か判定し、判定結果に
応じて再度のミッション報知を行い、遊技者に改めて報知した報知期間内にミッションが
達成されたときに大当りとする構成としたので、ミッション演出を延長して行うことがで
き、バリエーションに富んだ演出を長期間に亘って継続して実行することができる。従っ
て、長期間に亘って継続して大当りの発生に対する期待感を遊技者に持たせることができ
るようになる。
【０２３７】
また、上述したように、ミッション演出を延長（継続）するか否かの判定を、そのミッ
ション演出にて実行される複数回の特別図柄の可変表示のうちの最後の可変表示が実行さ
れる前であって、その最後の可変表示の１回前の可変表示が実行された後に、１回だけ実

30

行する構成としたので、ミッション演出を延長するか否かの判定に関わる処理の処理負担
を軽減させることができる。
【０２３８】
また、上述したように、保留記憶の中に大当りがあるときは、保留記憶の中に大当りが
ないときと比較して、ミッション演出が高確率で延長される構成としたので、ミッション
演出が延長されたときにミッションが高確率で達成されるようにすることができ、ミッシ
ョン演出が延長されたときの期待感をさらに高めさせることができる。なお、保留記憶の
中に大当りがあるときにのみミッション演出を延長する構成としてもよい。このように構
成すれば、ミッション演出が延長されたときはミッションが常に達成されることになるの
で、ミッション演出が延長されるか否かについても期待感を持たせることができる。

40

【０２３９】
また、上述したように、ミッション演出にて、大当りとなる可変表示が実行される前に
、ミッション報知によるミッションが達成される演出を行う構成としている（図１０（Ｂ
）の保留４あたりパターン２参照）ので、意外性のある演出を行うことができ、遊技の興
趣を向上させることができる。
【０２４０】
また、上述したように、あらかじめミッション報知により指定した所定期間（所定を含
む）内にあらかじめミッション報知により報知した特定の演出態様が出現したことを報知
する成功報知と、あらかじめミッション報知により指定した所定期間内にあらかじめミッ
ション報知により報知した特定の演出態様が出現しなかったことを報知する失敗報知とを
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、成功または失敗が確定したときに行う構成としたので、成功報知と失敗報知の実行タイ
ミングを適正なタイミングとすることができる。
【０２４１】
なお、上述した実施の形態では、ミッション報知される報知期間として、特別図柄の可
変表示の回数（２回以内、３回以内、次の回転）を用いていたが、時間（例えば、３０秒
以内、１分以内）を用いるようにしてもよい。この場合、あらかじめ把握されているミッ
ション演出の実行時間を報知期間として用いるようにすればよい。
【０２４２】
また、上述した実施の形態では、ステップＳ１３９での予告パターンの決定において、
ステップＳ１３７にて実行回数カウンタに設定された連続回数分の予告演出の演出態様を

10

決定する構成としていた。すなわち、保留記憶に大当りとなるものを含む場合には大当り
となるまでの保留回数、保留記憶に大当りとなるものを含まない場合には保留記憶の総数
がそれぞれ実行回数カウンタに設定され、設定された連続回数分の可変表示でミッション
演出を行う構成としていた。しかし、ステップＳ１３９にて、保留記憶の総数以下の任意
の回数を連続回数として決定し、決定した連続回数分の予告演出の演出態様を決定する構
成としてもよい。この場合、ステップＳ１３９での予告パターンの決定を行ったあとに、
ステップＳ１３７での実行回数カウンタの設定を行うようにし、実行回数カウンタに決定
した連続回数の値を設定するようにすればよい。
【０２４３】
具体的には、保留記憶が４であり大当りとなるものを含まない場合には、予告すること

20

に決定されたときに（ステップＳ１３６のＹ参照）、ＣＰＵ５６が、例えば抽選によって
連続回数を例えば「３」とすることに決定し、３回分の可変表示演出の組合せがあらかじ
め設定されているはずれ時の予告パターンの中から、抽出した予告態様決定用乱数値に対
応する比較値が設定されている予告パターンに決定するようにすればよい。その後、実行
回数カウンタに、連続回数である「３」を設定するようにすればよい。上記のように構成
すれば、保留記憶数以下の任意の回数継続するミッション演出を実行することができる。
【０２４４】
また、上述した実施の形態では、ステップＳ１５７での予告継続パターンの決定におい
て、ステップＳ１５５にて実行回数カウンタに設定された連続回数分の予告演出の演出態
様を決定する構成としていた。すなわち、保留記憶に大当りとなるものを含む場合には大
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当りとなるまでの保留回数、保留記憶に大当りとなるものを含まない場合には保留記憶の
総数がそれぞれ実行回数カウンタに設定され、設定された連続回数分の可変表示でミッシ
ョン継続演出を行う構成としていた。しかし、ステップＳ１５７にて、保留記憶の総数以
下の任意の回数を連続回数として決定し、決定した連続回数分の予告演出の演出態様を決
定する構成としてもよい。この場合、ステップＳ１５７での予告継続パターンの決定を行
ったあとに、ステップＳ１５５での実行回数カウンタの設定を行うようにし、実行回数カ
ウンタに決定した連続回数の値を設定するようにすればよい。
【０２４５】
具体的には、保留記憶が４であり大当りとなるものを含まない場合には、継続すること
に決定されたときに（ステップＳ１５４のＹ参照）、ＣＰＵ５６が、例えば抽選によって

40

連続回数を例えば「３」とすることに決定し、３回分の可変表示演出の組合せがあらかじ
め設定されているはずれ時の予告継続パターンの中から、抽出した予告態様決定用乱数値
に対応する比較値が設定されている予告継続パターンに決定するようにすればよい。その
後、実行回数カウンタに、連続回数である「３」を設定（すなわち２回延長）するように
すればよい。上記のように構成すれば、保留記憶数以下の任意の回数だけさらに実行（な
お、１回目の可変表示は延長前のミッション演出の最終回と重複するため、延長する回数
は実行回数カウンタにステップＳ１５５にて設定される回数より１少ない回数である）す
ることでミッション演出を延長するミッション継続演出を実行することができる。
【０２４６】
上記のように、ステップＳ１５７にて保留記憶の総数以下の任意の回数を連続回数とし
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て決定し、決定した連続回数分の予告演出の演出態様を決定する構成とした場合に、保留
記憶に大当りとなるものを含むか否かによって、連続回数の選択率を異ならせるようにし
てもよい。例えば、ステップＳ１５７にて、保留記憶の総数以下の回数から連続回数を選
択する際に、遊技制御手段が、保留記憶に大当りとなるものを含む場合には、保留記憶に
大当りとなるものを含まない場合よりも高確率で多い回数を選択するように、大当りあり
用の報知期間選択テーブルと大当りなし用の報知期間選択テーブルとを用いるようにすれ
ばよい。保留記憶が４である場合には、大当りあり用の報知期間選択テーブルを使用する
と高確率で連続回数として４が選択され、大当りなし用の報知期間選択テーブルを使用す
ると高確率で連続回数として２が選択されるようにすればよい。上記のように構成すれば
、延長されるミッション演出の長さに対しても遊技者に興味を持たせることができ、ミッ

10

ション演出の延長期間が長期間であったときに大当りの発生に対する遊技者の期待感をさ
らに高めることができ、遊技の興趣をより向上させることができる。すなわち、ミッショ
ン演出の継続期間が長期間となったときに、ミッションの達成率が高いという期待を遊技
者に持たせることが可能となる。
【０２４７】
また、上記の実施の形態では特に言及していないが、遊技制御手段が、遊技機の稼働状
態が停止（例えば、特別図柄の可変表示が実行されていない状態、デモンストレーション
画面が表示されている状態、遊技球が発射されていない状態）している稼働停止期間を計
測し、遊技機の稼働状態が再開したときに、稼働停止期間が所定期間（例えば１０分、１
時間など）を超えていた場合には、遊技機の稼働状態が再開したあと少なくとも最初のミ

20

ッション演出が実行されるまでは、高確率でミッション演出を実行すると判定するように
してもよい。この場合、例えば、遊技制御手段は、特別図柄の可変表示が終了したとき（
具体的には、特別図柄プロセスフラグをステップＳ３００を示す値に更新したとき）に稼
働停止期間の計測を開始し、特別図柄の可変表示を開始するとき（具体的には、ステップ
Ｓ５１にてＹと判定したとき）に稼働状態が再開したと判断して稼働停止期間を確認する
。そして、例えば、稼働停止期間が所定期間を超えている状態で遊技機の稼働状態が再開
すると、ミッション演出が最初に実行されるまで、稼働再開時用の予告判定テーブル（高
確率で予告することに決定されるように比較値が設定されたテーブル）が使用テーブルと
して設定され、ステップＳ１３６で稼働再開時用の予告判定テーブルを用いて予告演出を
実行するか否かを判定するようにすればよい。上記のように構成すれば、遊技者が遊技を
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開始したあとすぐにミッション演出が実行されることが期待でき、遊技者が遊技を開始し
たあとすぐに止めてしまうことを回避することが期待できる。
【０２４８】
また、上記の実施の形態では特に言及していないが、遊技制御手段あるいは演出制御手
段が、ミッション演出が実行されないミッション演出非出現期間を計測し（例えば、ミッ
ション演出が終了したときに計測を開始し、ステップＳ１３６にてＹと判定されない限り
計測を継続することで継続する）、演出制御手段が、ミッション演出を実行するとき（例
えばステップＳ１３６にてＹと判定されていたとき）に、ミッション演出非出現期間が特
定期間（例えば３０秒、１分、２分）以内であったときは、所定の演出パターンのうちか
ら特別の演出パターンを遊技者に報知する特別のミッション報知を含むミッション演出を

40

行うようにしてもよい。「特別の演出パターン」は、例えば、「さっきと同じリーチを出
してね」などのような、前回のミッション報知の内容との関連性を持たせた演出パターン
を意味する。この場合、ミッション演出を実行するときに、ミッション演出非出現期間が
特定期間外であれば、特別の演出パターンを含まない複数の演出パターン（例えば演出パ
ターンＡ〜Ｆ）の中から報知する演出パターンを決定し、ミッション演出非出現期間が特
定期間内であれば、前回のミッション演出にて報知された演出パターンの内容毎にあらか
じめ定められている特別の演出パターンを含む複数の演出パターンの中から報知する演出
パターンを決定する。具体的には、演出パターンＡを報知するミッション演出が実行され
たあとの特定期間内にミッション演出を実行するときは、前回報知された演出パターン（
ＲＡＭにおける所定の記憶領域に記憶しておく）が演出パターンＡであったときに選択さ
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れ得る複数の演出パターン（例えば、通常の演出パターンＡ「リーチＡを出してね」、特
別の演出パターンＡ

「さっきのリーチ（リーチＡ）を出してね」、通常の演出パターン

Ｂ「リーチＢを出してね」）の中から報知する演出パターンを決定する。上記のように構
成すれば、前回のミッション演出によるミッション報知と、今回のミッション演出による
ミッション報知とが連続して実行されるときに、前回のミッション報知と継続性のある内
容で今回のミッション報知を行うことができるので、演出のバリエーションを豊富にする
ことができる。なお、上記の例では、ミッション演出非出現期間が特定期間内であるとき
に選択候補とされる演出パターンは、ミッション演出非出現期間が特定期間外であるとき
に選択候補とされる演出パターンよりも多いが、逆でもよい。また、上記の例では、ミッ
ション演出非出現期間が特定期間内であるときに選択候補とされる演出パターンに前回報

10

知された演出パターンと同じ演出パターンを含む構成としているが、その同じ演出パター
ンが高確率で選択されるようにしてもよく、その同じ演出パターンを含まない構成として
もよい。
【０２４９】
なお、上記の例では、ミッション演出が連続して実行されるときに、前回のミッション
演出で報知した演出パターンと、今回のミッション演出で報知する演出パターンとに継続
性を持たせる構成としていたが、同様にして、ミッション演出が連続して実行されるとき
に、前回のミッション演出で報知した期間と、今回のミッション演出で報知する期間とに
継続性を持たせるようにしてもよい。すなわち、遊技制御手段あるいは演出制御手段が、
ミッション演出が実行されないミッション演出非出現期間を計測し（例えば、ミッション
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演出が終了したときに計測を開始し、ステップＳ１３６にてＹと判定されない限り計測を
継続することで継続する）、演出制御手段が、ミッション演出を実行するとき（例えばス
テップＳ１３６にてＹと判定されていたとき）に、ミッション演出非出現期間が特定期間
（例えば３０秒、１分、２分）以内であったときは、所定の期間のうちから特別の期間を
遊技者に報知する特別のミッション報知を含むミッション演出を行うようにしてもよい。
「特別の期間」は、例えば、「やっぱりあと３回以内に出してね」などのような、前回の
ミッション報知の内容との関連性を持たせた期間を意味する。
【０２５０】
また、上記の実施の形態では特に言及していないが、遊技制御手段あるいは演出制御手
段が、ミッション演出が実行されないミッション演出非出現期間を計測し、演出制御手段
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が、ミッション演出を実行するときに、ミッション演出非出現期間が特定期間（例えば３
０秒、１分、２分）以内であったときは、そのミッション演出を実行する前に当該ミッシ
ョン演出に関連した関連演出（例えばミッション以外の他の内容の報知を実行する演出）
をミッション関連演出として行うようにしてもよい。関連演出としては、具体的には、例
えば、「がんばれ」や「こんにちは」などのミッション報知とは異なる報知演出などが考
えられる。例えば、演出制御手段が、ミッション演出を実行するときは、ミッション演出
非出現期間が所定期間内であれば、関連演出を実行したあとミッション演出を実行するよ
うにすればよい。上記のように構成すれば、演出のバリエーションを豊富にすることがで
きる。また、関連演出として報知演出を行うようにすれば、前回のミッション演出による
ミッション報知と、関連演出による報知と、今回のミッション演出によるミッション報知
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とが連続して実行されることになるため、遊技者の期待感を向上させることができる。特
に、前回のミッション演出によるミッション報知の内容に関係する報知内容（例えば「そ
ろそろかな」）の関連演出を行うようにすれば、さらに遊技者の期待感を向上させること
ができる。
【０２５１】
また、上記の実施の形態では、ミッションとして、所定回数以内にノーマルリーチやス
ーパーリーチをかけるといったものを報知する構成としていたが、上記のミッションは一
例であり、ダブルリーチなどの他のリーチをかけるように指令を出すものや、特定のはず
れ図柄（例えば左中右図柄が「１」、「２」、「３」）を出すように指令を出すものなど
、他の態様の指令であってもよい。また、ミッションとして、所定時間以内にノーマルリ
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ーチやスーパーリーチをかけるといったものを報知する構成としてもよい。
【０２５２】
また、上述した実施の形態では、ミッション演出にてミッション失敗が確定したときに
ミッション継続演出を開始する構成とし、ミッション演出の最終回とミッション継続演出
の初回が重複するようにしていたが、ミッション演出の最終回が終了したあと、次回の可
変表示からミッション継続演出を行うようにしてもよい。
【０２５３】
また、上記の実施の形態では、始動入賞記憶数を最大４個であるとしていたが、３個以
下あるいは５個以上とされていてもよい。さらに、あらかじめ定められた所定条件の成立
によって、始動入賞記憶数の上限が変化するように構成されていてもよい。具体的には、
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例えば、通常時は最大４個であるが、大当りが発生した場合には、大当り遊技状態が終了
するまで、最大１５個となるようにすることが考えられる。
【０２５４】
また、上述した実施の形態では、ミッション継続演出におけるミッション報知の際に、
ミッションの達成期限としての期間（例えば２回以内）と、ミッション達成のために出現
させるべき演出パターンとを報知する構成としていた。すなわち、特殊演出実行手段は、
特殊演出延長決定手段により特殊演出の延長が決定されたことにもとづいて期間報知手段
が再度の報知を行い遊技者に改めて報知した報知期間内に、特殊演出延長決定手段により
特殊演出の延長が決定されたことにもとづいて演出パターン報知手段が遊技者に改めて報
知した特定の演出パターンに従って、可変表示実行手段により識別情報の可変表示を実行
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することにより特定遊技状態に制御可能となることを報知する延長特殊演出を実行するこ
とを特徴とする遊技機であった。しかし、ミッション達成のために出現させるべき演出パ
ターンについては、ミッション継続演出におけるミッション報知にて再度改めて報知しな
い構成としてもよい。すなわち、ミッション演出でのミッション報知にて「３回以内にス
ーパーリーチを出せ」と報知している場合に、ミッション継続演出におけるミッション報
知にて「あと２回延長」などのように報知し、ミッション達成のために出現させるべき演
出パターンはそのまま変更せずに改めて報知しないようにしてもよい。
【０２５５】
さらに、上述した実施の形態では、特別図柄の可変表示を開始するときに大当りとする
か否かなどの事前判定（例えばステップＳ５５〜Ｓ５７）を行う構成としていたが、始動
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入賞が発生したときに事前判定を行う（例えばステップＳ３１２にて行う）構成としても
よい。
【０２５６】
また、上述した実施の形態では、事前判定（例えばステップＳ５５〜Ｓ５７）を行い、
複数回の可変表示に亘って実行する予告パターン（ステップＳ１３９参照）や予告継続パ
ターン（ステップＳ１５７参照）をあらかじめ決定する構成としていたが、事前判定を行
うことなく、ミッション演出を行うようにしてもよい。この場合、例えば、ミッション報
知を行ったあとの報知期間内に、偶発的に大当りとなる可変表示が実行されることになっ
たときに、その可変表示にてミッション達成となる演出が出現するように調整することで
ミッション演出を行うようにすればよい。
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【０２５７】
上記の各実施の形態のパチンコ遊技機は、主として、始動入賞にもとづいて可変表示部
９に可変表示される特別図柄の停止図柄が所定の図柄の組み合わせになると所定の遊技価
値が遊技者に付与可能になるパチンコ遊技機であったが、始動入賞にもとづいて開放する
電動役物の所定領域への入賞があると所定の遊技価値が遊技者に付与可能になるパチンコ
遊技機や、始動入賞にもとづいて可変表示される図柄の停止図柄が所定の図柄の組み合わ
せになると開放する所定の電動役物への入賞があると所定の権利が発生または継続するパ
チンコ遊技機であっても、本発明を適用できる。さらに、遊技媒体が遊技球であるパチン
コ遊技機に限られず、遊技媒体がコイン（メダル）等のスロット機等においても本発明を
適用することができる。
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【産業上の利用可能性】
【０２５８】
本発明は、パチンコ遊技機などの遊技に適用可能であり、特に、バリエーションに富ん
だ演出を長期間に亘って継続して実行することができ、長期間に亘って継続して特定遊技
状態の発生に対する期待感を遊技者に持たせるために有用である。
【図面の簡単な説明】
【０２５９】
【図１】パチンコ遊技機を正面からみた正面図である。
【図２】遊技機を裏面から見た背面図である。
【図３】遊技制御基板（主基板）の回路構成例を示すブロック図である。
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【図４】演出制御基板、ランプドライバ基板および音声制御基板の構成例を示すブロック
図である。
【図５】主基板におけるＣＰＵが実行するメイン処理を示すフローチャートである。
【図６】２ｍｓタイマ割込処理を示すフローチャートである。
【図７】各乱数を示す説明図である。
【図８】特別図柄プロセス処理を示すフローチャートである。
【図９】変動パターンの一例を示す説明図である。
【図１０】連続予告パターン選択テーブルの一例を示す説明図である。
【図１１】連続予告継続パターン選択テーブルの一例を示す説明図である。
【図１２】変動パターン種別テーブルの一例を示す説明図である。
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【図１３】変動開始時処理を示すフローチャートである。
【図１４】予告設定処理を示すフローチャートである。
【図１５】予告継続設定処理を示すフローチャートである。
【図１６】変動パターン決定処理を示すフローチャートである。
【図１７】演出制御コマンドの信号線を示す説明図である。
【図１８】制御コマンドを構成する８ビットの制御信号とＩＮＴ信号との関係を示すタイ
ミング図である。
【図１９】演出制御コマンドの内容の一例を示す説明図である。
【図２０】演出制御用ＣＰＵが実行するメイン処理を示すフローチャートである。
【図２１】コマンド受信バッファの構成を示す説明図である。
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【図２２】コマンド解析処理を示すフローチャートである。
【図２３】演出制御プロセス処理を示すフローチャートである。
【図２４】プロセスデータの一構成例を示す説明図である。
【図２５】変動パターンコマンドコマンド受信待ち処理を示すフローチャートである。
【図２６】演出パターン決定処理を示すフローチャートである。
【図２７】全図柄変動開始処理を示すフローチャートである。
【図２８】図柄変動中処理を示すフローチャートである。
【図２９】全図柄停止待ち処理を示すフローチャートである。
【図３０】ミッション演出が実行されているときの可変表示装置の表示状態の例を示す説
明図である。
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【図３１】ミッション演出が実行されているときの可変表示装置の表示状態の他の例を示
す説明図である。
【図３２】複数回のミッション報知を実行するミッション演出が行われるときの可変表示
装置の表示状態の例を示す説明図である。
【符号の説明】
【０２６０】
１

パチンコ遊技機

９

可変表示装置

３１

主基板

５６

ＣＰＵ

50

(45)
８０

演出制御基板

１０１

演出制御用ＣＰＵ１０１
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